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1. 研究目的と計画

3

近年，カメラやレーダなどのセンサを搭載した先進安全運転システムの研究開発が活発で，ドライバ
操作が全く不要な(無人化可能)自動走行研究も登場し，自動車メーカによる革新的技術の製品化競争
が行われている．本研究ではヒトとクルマをセンシングし，運転支援のエージェント技術を確立すること
で，他の自動走行研究と異なる人間との共存を前提とした進化適応型自動車運転システム「ドライバ・イ
ン・ザ・ループ」（自動システム（ループ）内に人（ドライバ）を組み込む機構）を開発する．ヒトの運転特性
と車両の走行環境を動的に把握し，運転支援のための人工知能であるソフトウエアエージェントとして
遺伝的アルゴリズムと機械学習を利用して運転システムをヒトの特性に適応させる数学的，情報学的な
理論を構築し，実システムの実現を通して，研究拠点を形成する．また，海外研究機関との連携，研究
期間を通じてアルゴリズム開発やデータ処理プラットフォーム構築に関しての若手研究者を育成すると
ともに研究内容を大学院教育プログラムに反映することで，同分野の応用技術を継続的に推進する研
究基盤を構築し，期間終了後も同志社大学を拠点とし国内外の研究機関等との技術・人材交流と応用
技術の成果創出を目指す．
これまで同志社大学モビリティ研究センターでは，歩行者や自転車も含む車両周辺環境のセンシン
グ，機能の一部が故障しても継続処理可能が走行アルゴリズム，複数車両と道路インフラの情報交換を
通した安全運転のためのネットワークシステム，移動体通信のための効率的符号化や秘匿性アルゴリズ
ムに関する研究で多くの成果を上げてきた．また，知的交通システム（ITS）のネットワークに関する国際
標準化にも貢献してきた実績がある．これらに，周辺状況の認知，判断，操作の遅延問題に対して，物
理モデルを使って将来の値を予測する進化型エージェントアルゴリズムで実績のある関係論的システム
デザイン研究センターの研究，化学・脳科学・認知科学を融合しヒトを解析する機構を構築してきた生
命医科学研究科の研究を融合することで，現在，多方面で行われている無人化可能な自動走行の研
究よりもさらにチャレンジングなテーマとなるヒト（ドライバ）の動的特性をシステム内に取り込んだモデル
の構築を通して，クルマがヒトに適応し，さらに他の車両や道路インフラと連携協調する実システムを開
発し評価を行う．特に，高齢者ドライバ個々の特徴の数値化を通してドライバの特性を解明し，これと自
動走行アルゴリズムのデータを車両周辺環境の状況に応じて運転システムをヒトの特性に適応させる数
学的，情報学的な理論を構築し，歩行者や自転車，他車両や障害物などの車両周辺環境のセンシン
グによる車両状態の危険性評価を通して車両をリアルタイムに制御することが本研究の独自性，先進性
である．
この技術を実現するため，高齢者ドライバを動的にセンシングし，ドライバごとの特性や嗜好に応じた
遺伝的アルゴリズムに基づくモデルの確立，より高い安全性を実現するために従来以上に車両周辺状
況を他車両や路側機と協調してセンシングし，雑踏環境の中でも正確に動作が予測可能なアルゴリズ
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ムの開発，高齢者の運転行動モデル構築のために，ヒト生体情報のより高度な多次元解析，センシング
情報をネットワークで接続された各車両やデータセンタで高速に分散処理する必要があり効率的で安
全性の高い通信ネットワークおよびセンサ処理のための情報通信プラットフォームの開発を実施する．
これらの研究成果の有機的統合と発展の相乗効果により目的を達成し，ドライバの運転する楽しみを奪
うことなく高齢者の活性化を実現する安全で快適な自動車運転システムが実現できる．さらに，高齢者
のみならず女性や若年層を含む一般ドライバの交通事故削減につながる．自動車の運転により高齢者
が安心して運転できることで外出や遠出が活発となり，公共交通が普及していない地方都市において
社会の活性化が可能となる．加えて，若年層の運転者数減少にともなう自動車販売台数減少が問題と
なっているが，高齢者の自動車保持数増加により，産業にも好影響を与えることができる．
ヒトをセンシングしサポートするエージェント技術の確立で，移動を補助する自動車のみならず，将来
の介護ロボットなど生活全般を補助するために人間との共存を前提としたロボティクスにおける技術分
野の発展にも寄与できる．エージェント技術によりドライバごとの特性(低下した認知力，判断力，操作
力)を補完することで必要最小限の運転支援を行い高齢者生活の活性化に貢献する．
本研究は既存のモビリティ研究センター，関係論的システムデザイン研究センターおよび生命医科学
研究科の研究力を活かした連携しつつ，企業や研究機関と情報交換をしながら進める．1 年目(基礎デ
ータ収集)：ドライビングシミュレータを利用し，高齢者ドライバの特性データ収集，小型実験用車両（マイ
クロ EV）による車両環境センシング・制御の要求事項を明確化／2 年目(システム設計)：エージェントア
ルゴリズム，車両環境・生体センシング処理，情報通信プラットフォームを連携シミュレータ上で動作確
認／3 年目(実環境実験)：学内駐車場限定エリアで車両走行，実処理に係る計算コストと通信帯域を考
慮した実環境連携実験の実施／4 年目(システム改善)：連携実験における問題点を改善／5 年目(総合
実験・評価)：近隣の自動車教習所での車両走行と，シミュレータによる他車両模擬の連携，複数車両
における統合評価を実施．中間年度(平成 28 年度)と最終年度(平成 30 年度)にプロジェクトの成果を発
信し，5 ヵ年で実質的な研究拠点を形成する．
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2. 研究組織
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2.1 研究組織構成
本プロジェクトは，(1)ソフトウエアによるエージェントアーキテクチャ(エージェント Gr），(2)車両センシ
ング・コントロール（車両 Gr)，(3) ヒト生体情報多次元解析（生体 Gr)，(4)センサ情報通信プラットフォー
ム（情報通信 Gr)の 4 テーマの研究体制を構成する．研究代表者らは情報工学，ロボティクス，医学分
野の学内外研究機関との連携実績も多く，これらのグローバルな連携関係を積極活用し，運転支援技
術分野での新たな成果創出を目指す．生体工学，脳科学からなるヒト生体情報の解析研究をモビリティ
分野に取入れることにより，特徴的な新規の自動車運転システム「ドライバ・イン・ザ・ループ」を実現する．
また，自動車組込みシステム研究で著名な名古屋大学組込みシステム研究センター，車両システム試
作開発を手がける ZMP 社等と連携し，高齢者運転支援システムの具体的な成果創出を目指す．研究
担当副学長の監理の下、外部有識者を含めた自己評価委員を設置し，進捗・運営を点検しながら進め
る．

本研究は，ヒト生体情報の解析技術を駆使し，ヒト(特に高齢者)の運転特性を把握し，ソフトウエアエ
ージェントとして遺伝的アルゴリズム・機械学習を利用して運転システムをソフトウエア的に進化させなが
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ら最適解に近づけるという融合分野研究である．大学が優先的に予算措置と研究場所確保を行い，ヒ
ト・システム融合研究をいち早く社会還元するモデルとして，研究基盤と実績を積んできた同志社大学
のモビリティ研究との融合を戦略的に推進し，成果創出の基盤形成を狙うものである．大学が配備する
URA 制度も利用し，企業との共同研究や学外資金等の獲得を通して，さらなる大規模な研究拠点形成
を目指す．

2.2 研究プロジェクトに参加する主な研究者
第 1 グループ （ソフトウエア・エージェント・アーキテクチャ）

所属・職

理工学研究科・教授

理工学研究科・教授

理工学研究科・准教授

研究者名

Tanev, Ivan

研究プロジェクトにお
ける研究課題

当該研究課題の成果が
研究プロジェク トに果た
す役割

ソフトウエアエージェント

高齢者エージェントアーキ

の学習と進化

テクチャの構築

ドライバモデル仮想標本

パターンによるドライバエー

生成メカニズム

ジェント運転状況分析

不均衡時系列データか

運転状況のモデル化・分類

らの知識発見

技術の確立

片桐 滋

大崎 美穂

統計処理手法によるドライ

名古屋大学大学院情報

武田 一哉

ドライバモデル最適設計
バモデルの構築と評価

科学研究科・教授

第 2 グループ（アクティブセーフティセンシング・コントロール）

所属・職

研究者名

研究プロジェクトにお
ける研究課題
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当該研究課題の成果が
研究プロジェク トに果た
す役割

理工学研究科・教授

理工学研究科・教授

環境車両認識と車両制

ディペンダブルセンシング・

御

制御システムの構築

スマート センシング・制

センシング・制御システムの

御

インテリジェント化

橋本 雅文

高橋 和彦

生体情報に基づく運転操

運転支援システムの評価手

日本大学生産工学部・教

綱島 均

作時の注意力と心理ストレ

法の確立

授
ス評価

市街地における自動運転
周辺環境認識・自動運

金沢大学理工研究域・講

菅沼 直樹

支援技術の確立と 実証実
転支援システム

師

験

第 3 グループ（ヒト生体情報多次元解析技術）

所属・職

生命医科学研究科・教授

研究者名

研究プロジェクトにお
ける研究課題

当該研究課題の成果が
研究プロジェク トに果た
す役割

ドライビング時における

脳機能情報のドライビング

脳機能情報の取得

モデルへの伝達法の開発

廣安 知之

ヒト生体情報の多次元解
文化情報学研究科・教授

宿久 洋

析のためのデータマイニ

生体情報の解析法の開発

ング手法の構築

生命医科学部・准教授

質量分析によるヒト生体

ヒトからの代謝情報の効果

化学情報の取得と応用

的測定法・解析法の提供

大江 洋平
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生命医科学部・准教授

小林 耕太

生体情報の脳内処理機

動物を対象とした実験を実

構をモデルとした研究：

施、脳活動・化学環境ビック

動物からヒトまで

データ解析

fMRI による脳機能イメー
生命医科学部・助教

日和 悟

データ解析および評価
ジング処理
ドライビング時における

慶應大学先端生命科学

メタボローム解析

杉本 昌弘
代謝情報の取得

研究所・特任准教授
公立大学法人和歌山県

新しいクラスタリング手法
立医科大学 臨床研究セ

谷岡 健資

手法の有効性評価
の解析

ンター 助教

自動車運転時を想定し

株式会社デンソー 基礎

蜂須賀 啓介

アプリケーション応用
た刺激画像の生成

研究所

自動車運転時を想定し

株式会社デンソー 基礎

アプリケーション応用

奥野 英一
た刺激画像の生成

研究所

第 4 グループ（センサ情報通信プラットフォーム）

所属・職

理工学研究科・教授

研究者名

研究プロジェクトにお
ける研究課題

当該研究課題の成果が
研究プロジェク トに果た
す役割

センサ情報のストリーム

車両間の効率的情報配信

分散処理

方式設計

佐藤 健哉

移動体の協調通信に適
高信頼性，高効率通信シス
理工学研究科・教授

程 俊

し た符号理論に関する
テム構築
研究
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センサ情報プラットフォ
理工学研究科・教授

金田 重郎

ームのシミ ュレーション

アプリケーション評価

および実地による評価

理工学研究科・教授

ITS 無線通信システムの

移動体における高信頼性

高信頼化技術

無線通信

大量複雑データの効果

複雑データの処理技法構

的格納・検索・活用手法

築

高信頼性車載組込みソ

車載組込みシステムの設計

フトウエアの最適設計

と実装

協調型 ITS ネットワーク

移動体通信ネットワークの

アーキテクチャ

国際標準化検討

岩井 誠人

文化情報学研究科・准教

波多野 賢治
授
名古屋 大学組込みシス
テム研究センター・センタ

高田 広章

ー長
東京大学大学院情報理

塚田 学
工学系研究科・特任助教

プラットフォームにおける高

岐阜大学 工学部 電気

高信頼低遅延符号化方
電子・情報工学科 情報

信頼低遅延符号化方式の

路 姍
式の検討

検討

コース 助教
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3. 研究計画
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3.1 ソフトウエア・エージェント・アーキテクチャ
3.1.1 研究テーマ内容
運転支援エージェント(高齢者ドライバの能力低下を補完するソフトウェア)のアーキテクチャを提案開
発する．高齢者ドライバ・自車両・車両周辺環境から成る系を制御対象とし，系の多様性(個人差，疲労，
渋滞等)と動特性(状態や場などの変動)に応じた運転支援を目指す．本テーマは下記のサブテーマで
構成される．
(1) 運転支援エージェントの認知・判断・操作補助の規則の発見記述：必要な機能の分析，人間の認
知特性，青中年ドライバの実験データに基づき，高齢者ドライバの不適切な行動を修正する規則を求
める．この規則に基づき，模擬熟練ドライバ(運転支援エージェントの行動基盤となる熟練ドライバの行
動モデル)を構築する．
(2) 運転支援エージェントと制御対象の系のインタラクションの枠組みの構築：運転支援エージェントは
(1)の模擬熟練ドライバを内蔵し，インタラクション(相互作用）を通して高齢者ドライバを支援する．この
実現に向け，模擬熟練ドライバの最適設計，および，模擬熟練ドライバの適切な行動と高齢者ドライバ
の不適切な行動の差から危険度を判定し，操作補助を決定する機能の開発を行う．
(3) 運転支援エージェントの認知・判断・操作補助の規則の適応：運転支援エージェントは，(2)の枠組
み内で系の多様性と動特性に合うように(1)の規則を適応させる．この実現に向け，対話型進化計算に
基づく規則の最適化機能を開発して走行実験で検証する．さらに，適応学習の結果から運転に役立つ
知識を抽出する．
(4) (1)～(3)に共通する要素技術の開発：車両走行時に得られる時系列データが不均衡な場合(例：無
事故事例が大多数で事故事例が少数)でも，高精度に事例をモデル化・分類するために，不均衡時系
列データのモデル化予測技術を開発する．また，相反要求(例：支援が望まれるが，支援し過ぎると注
意を妨げる)を満たす規則を導出するために，進化計算に基づく多目的最適化技術を開発する．
高齢者ドライバ・自車両・車両周辺環境で構成される系を切り分けて記述制御する方法論の限界を
超え，運転支援エージェントが高齢者ドライバ・自車両・車両周辺環境の様々な様相にリアルタイムで適
応する「ドライバ・イン・ザ・ループ」の方法論を提案，確立する．この方法論により一人一人の様々な場
に合う安全・安心・快適な運転支援が可能になること，さらに適応学習の結果から広く運転支援に役立
つ理論的・経験的知識が得られることは，社会に大きく貢献する．また，介護ロボットなどの生活全般を
補助するためのロボティクス分野への応用も可能になる．運転支援エージェントの実現のために開発し
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た不均衡時系列データのモデル化予測技術と進化計算に基づく多目的最適化技術は，要素技術とし
て他の広範な分野に応用可能である．学内外のプロジェクトメンバ，本予算で採用・海外から招聘する
研究員，大学院生が交流して研究することで，将来を担う若手研究者を育成する．

3.1.2 年度別研究内容
平成 26 年度
研究内容の(1) 運転支援エージェントの認知・判断・操作補助の規則の発見記述を行う．運転支援
に要求される認知・判断・操作補助を調査して規則性を記述することで，これらの機能を設計実装する．
認知については，交通事故やヒヤリハットの事例を調べ，入力とすべき高齢者ドライバ情報(操作意図，
疲労度など)，自車両情報(速度，位置など)，周辺環境情報(道路状況，障害物，信号など)の仕様を決
めて，テーマ 2（車両 Gr）に提供する．判断については，認知を通して与えられた情報に基づき，運転
支援エージェント内蔵の模擬熟練ドライバが適切な行動を推論する機能を考案する．推論の規則は IFTHEN 形式のルール集合で記述して構築する．操作補助については，模擬熟練ドライバが推論した適
切な行動と高齢者ドライバの不適切な行動の差を求め，差の深刻さに基づき操作補助を決定する機能
を開発する．この機能も IF-THEN 形式のルール集合で記述構築する．(1) の円滑な実施のためにソフ
トウェア工学・人工知能の分野の若手研究者を雇用し，行動規則の記述に携わってもらう．

平成 27 年度
運転支援エージェント試作版の作成と動作確認，および，研究内容の(4) (1)～(3)に共通する要素技
術の開発の前半を行う．認知・判断・操作補助の機能を統合し，運転支援エージェント試作版を完成さ
せる．評価実験は運転支援の難易度に応じて下記の 3 つに分け，本年度はレベル 1 実験により運転支
援エージェント試作版が正しく動作するかを確認する．
・レベル 1 実験(2 台のシミュレータによる単独・協調走行実験)
・レベル 2 実験(実車(マイクロ EV)による評価，学内駐車場で簡易実験)
・レベル 3 実験(実車(マイクロ EV)による評価，教習所で総合実験)
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(4)に関しては，模擬熟練ドライバと高齢者ドライバの行動差が深刻であるかを正確に判定することを目
指し，新たな手法を開発する．具体的には，車両走行の時系列データから特徴量を抽出するためのモ
デル化手法，事故事例が少なく無事故事例が多い問題(データの不均衡性)を克服する分類手法を考
案する．

平成 28 年度
研究内容の(2) 運転支援エージェントと制御対象の系のインタラクションの枠組みの構築，および，
(4)の後半を行う．(2)に関しては，運転支援エージェント試作版にインタラクションの枠組みを導入すると
ともに，(4)の前半で考案した不均衡時系列データのモデル化予測技術を応用し，運転支援エージェン
ト ver.1 を完成させる．この ver.1 を組み込み，テーマ 1～4(エージェント Gr，車両 Gr，生体 Gr，情報通
信 Gr)，の研究成果を集約して，進化適応型自動車運転システム「ドライバ・イン・ザ・ループ」を構築す
る．平成 27 年度購入分を加えたシミュレータ 2 台を用いるレベル 1 実験，実車(マイクロ EV)を用いるレ
ベル 2 実験を通して，本システムの有効性を検証する．(4)の後半に関しては，高齢者ドライバ・自車両・
車両周辺環境の情報から成る系とのインタラクションを通して運転支援エージェントが適応学習するた
めに必要である，進化計算に基づく多目的最適化手法を考案する．特に，高齢者ドライバが介在する
対話型進化計算の機能，行動規則間のジレンマを解消する機能に注力する．本プロジェクトの中間成
果は，運転支援エージェントの各機能と要素技術，全テーマを集約して構築した「ドライバ・イン・ザ・ル
ープ」，これらの国内・国際会議での公表である．

平成 29 年度
研究内容の(3) 運転支援エージェントの認知・判断・操作補助の規則の適応を行う．(4)の前半で考
案した進化計算に基づく多目的最適化手法を応用し，系からフィードバックされる評価値に応じて，運
転支援エージェントの行動規則を自動的に改善する適応学習機能を開発する．
この機能とこれまでの実験で得られたデータ・知見に基づき，運転支援エージェント ver.1 を改良して
ver.2 を完成させる．レベル 2 実験を繰り返すことで，運転支援エージェント ver.2 を搭載した「ドライバ・
イン・ザ・ループ」のシステムの有効性を明らかにするとともに，現実に近い場を想定したレベル 3 実験
に向けた改良を重ねる．特に，運転支援エージェント内蔵の模擬熟練ドライバの最適設計を試みる．実
験は，プロジェクトメンバ，本予算で雇用した若手研究者，大学院生が協力体制を組んで実施する．実
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験に加え，知識発見に向けて，適応学習の結果から最適な行動規則を抽出するという逆問題を解く仕
組みを考案する．

平成 30 年度
運転支援エージェント完成版の作成と最終的な評価を行う．運転支援エージェント ver.2 の想定を超
える危険な状況に対応できる規則を加えて，運転支援エージェント完成版を実現する．この完成版を組
み込み，テーマ 1～4(エージェント Gr，車両 Gr，生体 Gr，情報通信 Gr)の研究成果を集約して，現実
的な場面に対応できるように「ドライバ・イン・ザ・ループ」のシステムを拡張する．そして，レベル 3 実験
を通して本システムの実用的な有効性を検証する．さらに，適応学習で得られた最適な行動規則を抽
出して運転支援に広く役立つ知識を得るとともに，本プロジェクトで形成した研究拠点で(他の研究機関
でも)活用できるように，実験データのデータベース化を行う．
本プロジェクトの最終成果は，運転支援エージェントの全機能と要素技術の確立，5 年間の研究を通
して完成した「ドライバ・イン・ザ・ループ」，これらの学術論文による公表である．加えて，雇用した若手
研究者や大学院生が国際的に活躍する研究者に成長することも，大きな成果と言える．

3.2 アクティブセーフティセンシング・コントロール
3.2.1 研究テーマ内容
（１）車両周辺環境・車両異常事象センシング ： 車両に搭載されたセンサ（カメラやレーザレーダ等）の
情報のみならず，周囲を走行する車両や道路環境内に存在する「路側センサ」から無線ネットワーク経
由で得られたセンシング情報をクラウド空間上で連携・協調することで，見通しの悪い環境においても死
角を軽減して，静止障害物や移動障害物（歩行者や自動車，自転車など）,路面状況を高精度に俯瞰
認識するセンシング手法，ならびに車両故障等に起因する車両の異常走行事象を認識するセンシング
手法を確立する．さらにセンシングシステムの健全性を自己診断して，システム異常時においてもセン
シング情報を相互に補完することで周辺環境認識・車両異常事象認識の機能安全を維持する手法を
確立する．
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（２）車両コントロール ： 運転支援エージェントからの出力情報に基づいて安定した走行を可能とする
車両制御系を構築する．さらに，車両異常事象認識システムからのセンシング情報をもとに車両の状態
を診断して，車両故障時でも，車両が暴走することなく安全な退避走行や停止ができる制御法を開発
する．
自動車運転支援システムの実現には，感覚・認識系⇔判断・推論・立案系⇔駆動制御系の有機的な
統合が必要である．感覚・認識系，駆動制御系は本車両 Gr が取り扱う車両周辺環境・車両異常事象セ
ンシング，車両コントロールであり，判断・推論・立案系はエージェント Gr で取り扱う運転支援エージェン
トにより実現する．また，車両周辺環境センシングに関して，センサ情報処理の実時間性の確保やシス
テムディペンダビリティの観点から，センシング情報処理を車載コンピュータとデータセンタコンピュータ
との間で計算負荷を最適分散（センサデバイスのコスト，計算資源のコスト，通信ネットワーク利用帯域
のコストを考慮した情報処理）する必要があり，この問題を取り扱う情報通信 Gr との連携が不可欠となる．
本車両 Gr における車両周辺環境・異常事象センシング，車両コントローラ―の構築では他のテーマ
研究と連携して要素技術を相互にフィードバックして開発を進め，最終的にマイクロ EV に集約した上で
実証評価実験を行う．

3.2.2 年度別研究内容
平成 26 年度
テーマ１（エージェント Gr）が実施する高齢者ドライバの交通事故やヒヤリハットに関する調査結果を
踏まえて，本テーマ 2（車両 Gr）では運転中の知覚・判断に重要となる周辺環境センシングの要求事項
を明確にする．その上で，運転支援に不可欠とされる車両走行中の周辺環境センシングに関して，車
載の環境認識センサ（レーザレーダやカメラ）から得られる車両周辺の高解像度３次元空間情報をもと
に環境ローカル地図を生成し，車両周辺の静止／移動障害物や路面状況を認識する方法（以下，環
境センシング法）を開発する．そして，マイクロ EV の車載センサからセンサ情報を収集し解析して評価
を行う．
さらに，実車実験の際に重要な評価指針である運転支援時の高齢者ドライバの集中度や疲労度，心
理ストレスなどの認識の基礎となる心理物理情報を獲得するため，脳活動計測センサや力覚センサに
基づくドライバ心理状態認識システムを設計する．なお，本車両 Gr では，学外協力者としてビジョンに
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基づく環境センシングや自動運転車両に精通する菅沼直樹氏（金沢大），ドライバーの心理状態センシ
ング分野に精通する綱島 均氏（日本大学）の計２名の協力が必要である．

平成 27 年度
車両周辺環境センシングを高水準の運転支援に活用するため，周辺移動物体の運動状態や３次元
空間情報をもとに移動物体の種別（自動車，トラック，バイク，歩行者など）を判定した上で，それらの将
来位置を正確に予測するアルゴリズムを構築する．
また，環境センシング系の機能を拡張して，自車の車載センサのセンシング情報に加えて周辺車両や
環境インフラからのセンシング情報をクラウド上に集約・連携することで，死角を軽減して走行環境全体
に渡って俯瞰的に環境認識を行うセンシング手法（以下，協調環境センシング法）を検討する．そして，
マイクロ EV の車載センサや環境インフラセンサからセンサ情報を収集し解析して評価を行う．
さらに，次年度以降に実施する実車実験に備えて，マイクロ EV の車両コントロール系を整備するとと
もに，前年度に構築したドライバ心理状態認識システムによる脳活動情報や力覚情報から運転支援時
のドライバの注意力度や心理的ストレスを抽出する方法を検討する．

平成 28 年度
前年度までに開発した環境センシング系ならびに協調環境センシング系の情報処理のリアルタイム
化を図る．協調環境センシング系のリアルタイム性を確保するには，センシング情報をネットワークで接
続された車両とクラウド上で適切に分散処理する必要があるため，情報処理の負荷分散を最適化をテ
ーマ 4 のグループと連携して検討する．
また，環境センシング系と他グループが開発する要素技術をマイクロ EV 上に統合し，学内駐車場で
走行実験（レベル２実験）を行う．そして，結果をフィードバックして環境センシング系の精錬を図る．
前年度までに構築したドライバ心理状態認識システムをドライバに装着し，2 台のドライビングシミュレ
ータを用いて様々な交通環境下を模擬し，ドライバ心理状態認識システムの評価実験を行う．
中間報告シンポジウムにおいてはこれまでの研究成果を公開するとともに，中間報告書を作成する．
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平成 29 年度
協調環境センシングでは車両や環境インフラセンサからのセンシング情報がクラウド空間で多重化，
冗長化されることに注目して，センサ異常や故障時でも，残存するセンサ情報をもとに環境認識の信頼
性を保持する手法を検討する．
さらに，そこからの情報をもとに車両の挙動を認識して車両の異常事象（ふらつき，暴走，急停止，誤
発進など）を抽出する車両異常事象センシング手法を検討する（以下，協調環境センシング系と車両異
常事象センシング系とから構成されるセンシング系を車両環境センシング系と称す）．
車両環境センシング系とドライバ心理状態認識系をマイクロ EV 上に統合し，学内駐車場で走行実験
（レベル２実験）を行う．そして，結果をフィードバックして車両環境センシング系と心理状態認識系との
精錬を図る．

平成 30 年度
これまでに本車両 Gr で開発してきた車両環境センシング系と心理状態認識系，他のグループで開
発された要素技術をマイクロ EV に集約する．そして自動車教習所での総合走行実験（レベル３実験）
により，本システムの評価を行う．
また，将来の研究発展のため，ユーザビリティの確保やシステムの仕様変更に容易に対応できるよう，
これまで本車両 Gr で開発してきた車両環境センシングシステムの要素である①環境センシング系，②
協調環境センシング系，③車両異常事象センシング系に対するモジュール化，プラグアンドプレイ化を
検討する．
最終成果シンポジウムにて研究成果を公開するととともに，最終報告書を作成する．

3.3 ヒト生体情報多次元解析技術
3.2.1 研究テーマ内容
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ヒト生体情報は「化学」「脳科学」「認知科学」といった様々な情報から成っており，本研究ではこれをヒ
ト生体情報の多次元情報と呼ぶ．これまでヒトの行動を理解する上でこれらの情報は個別に検討されて
きた．それに対して，ヒトの行動を統合的に理解するためには，ヒト生体情報を「化学」「脳科学」「認知科
学」などの側面から多角的に測定し，得られたデータを統合し解析するという新しい生体情報解析技術
が必要である．本プロジェクトでは，高齢者をサポートする車用のエージェント構築を行うが，このエージ
ェントに入力する情報として，運転者の環境情報や車の状態情報だけでなく，運転者のヒト生体情報は
必須である．本研究では，ヒト生体情報を多次元解析する技術を構築し，その技術を利用して得られる
統合的な生体情報を利用して，高齢者の運転行動モデルを構築する．
これらの目的を達成するために，特に，以下の３点に主眼を置き，検討する．
（１）個別情報と自動車運転時のヒトの状態との関連の調査 ：脳機能イメージングから得られる情報と，
高齢者の運転時の心理的状態との関連の調査．質量分析による汗，呼気，唾液等の非侵襲性の高い
サンプルからの生体化学情報の取得と解析およびそれらの情報と高齢者の運転時の状態との関連の
調査．ヒトに類似した動物を利用することによる脳内処理機構をモデルとした研究による脳の情報処理
様式の多次元解析．
（２）多次元的な生体計測と統合的なデータ解析手法の確立 ：生体情報多次元解析のためのデータ
ベースとマイニングシステムの構築
（３）得られる多次元的な生体計測からの高齢者の運転行動モデルの構築 :テーマ 1（エージェント Gr）
で構築されるエージェントモデルに取り込む仕組みの構築
この研究拠点によって獲得される新しい生体情報の取扱いは，従来の主な測定手法であった「ある特
定の対象に絞った情報ではなく，（１）複数事象へとその観察対象を広げ，（２）多次元（多分野）にわた
る生体情報の統合し，（３）その統合された生体情報からの特徴量抽出法の開発を行う．その結果得ら
れる「生体情報の多次元解析法」により，これまで指標とされなかった情報からの運転行動モデル構築
が期待される．特に，高齢者の運転時に着目することで，高齢者にやさしい運転をサポートするシステ
ムの中核をなすエージェントの高度化を達成することが可能である．
また，これまで個々の研究者が構築した脳機能イメージング技術や代謝情報取得技術を実環境での
システムで利用することで，これまでの成果の社会還元を加速させることが可能である．
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得られた研究成果は，国内・国際学会学会誌，国際ジャーナル等に論文として投稿する．また，ホー
ムページを利用して公開する．研究拠点においては，シンポジウムの開催が予定されており，そこでも
研究成果を公表する．

3.2.2 年度別研究内容
平成 26 年度
生体情報計測用ドライビングシミュレータを構築し，個々の生体情報と運転時の状態との関連につい
て検討する．生体情報計測用ドライビングシミュレータは，簡易的なドライビングシミュレータおよび
fNIRS および EEG を利用した脳機能イメージング装置，呼気収集およびその質量分析装置，視線追跡
装置，状態記録用カメラから構成される．このシミュレータを利用することで，複数の生体情報の基礎デ
ータ収集が可能となる．
平成 26 年はこの装置を構築し，基礎データを収集することに主眼を置く．種々の問題の発生が予想
され，それに対応する．たとえば，fNIRS や EEG は体動などのアーチファクトの影響を受けやすく，運転
時にもその発生が予想される．体動除去アルゴリズムなどを開発することによりそれに対応する．呼気や
唾液などの代謝情報取得の際には，対象物質の量や解析の精度が懸念されるが結果を検討しながら
対応する．多数の被験者を確保することも留意する．予備実験として学内から被験者を募集して対応す
る．キックオフシンポジウムにて成果を報告する．

平成 27 年度
前年度に開発されたシミュレータを利用して，脳機能情報，化学情報，動物認知情報と運転時の状態
との関連を検討する．脳機能情報では，特に，ヒトが集中状態にあるときと無いときの定義，ハットする刺
激に対する脳機能状態の検討を行う．化学情報の検討では，既知成分の疑似サンプルを用いた測定
系の開発と生体サンプルの取得方法について吟味する．具体的には，呼気や汗，唾液中に含まれる成
分に類似したサンプルの測定法の吟味する．また，質量分析装置などを利用して検出能に適するサン
プル濃度の効果的な濃縮法を検討し，検出限界の引き下げを努力する．動物を使用した認知情報で
は，ヒトおよび動物を対象にして得られる生理学的な変化を手がかりとして，動物研究で得られた神経
ネットワークレベルの知見を，従来より高い精度でヒトに外挿することを検討する．
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これらの実験は，レベル１実験（シミュレータ実験）で行う．

平成 28 年度
前年度までに行った結果から得られる問題点の解決を行い，複数情報を有機的に関連づける手法の
開発を行う．具体的には，これまで，脳機能情報，代謝情報，認知情報だけから得られていた知識・知
見から，他情報との関連の高いものを抽出する．これにより，多次元的に解析を行うことが可能となる．
他のテーマで得られた知見を統合する．本テーマ３（生体 Gr）で得られた生体情報を，テーマ 1（エー
ジェント Gr）が構築されるエージェントモデルに取り込む仕組みを構築する．また，テーマ 2（車両 Gr）で
開発されるコントール技術に対しても本生体 Gr での生体情報を提供する．テーマ 4（情報通信 Gr）で得
られる環境情報を生体にフィードバックすることも検討する．これらの実験は，前年度のレベル１実験結
果を基に，レベル２実験（学内駐車場における簡易実験）で行う．
中間報告シンポジウムにて研究成果を公開するだけでなく，関連学会誌等に論文としても投稿する．
研究成果の中間報告書を作成し，自己評価を実施する．

平成 29 年度
前年度までに得られた知見から，高齢者の運転行動モデルを構築する．すなわち，多次元的な情報
と運転状態との関連モデルを構築する．現状では，データの頻度からベイズ確率モデルなどを学習に
よって構築する確率モデルの利用を検討している．
また，ヒトと実車両の連携実験を開始する（レベル 2 実験(実車使用，学内駐車場)）．実際の実車両を
利用しての実験は脳機能イメージング装置や呼気収集装置の問題などにより困難が予想される．その
ため，実際の運転は実験室内で行い，実機の車両が無線にて稼働する装置を構築する．初年度に構
築したシミュレータと連携して，無線で稼働する実機の車両の画像がシミュレータに映し出されることでヒ
トと実車両の連携実験を模擬する．

平成 30 年度

22

前年度に構築したヒトと実車両の連携実験を本格的に行い，結果を得る．構築したモデルに不具合が
ある場合には，随時検討し，モデルの精度を高める．これは，レベル 3 実験(実車使用，教習所)として
行い，他の研究テーマと連携して総括的な検討を行い，最終的なモデルを構築する．
最終報告シンポジウムにて研究成果を公開し，最終的な研究成果報告書を作成する．関連学会誌等
にも論文として投稿する．
なお，全体の研究計画に通じるが，若手研究者の育成にも力を入れる．本研究テーマの半数以上の
研究者は 30 代前半の研究者である．これまで，工学的な研究や理学的な研究に従事してきたが，本プ
ロジェクトのような工学と理学の学際的な研究を遂行することで各研究者の研究の幅を広げるとともに，
これまで培ってきた技術や見地を新たな分野に活用する．博士課程（前後期課程）の学生も積極的に
プロジェクトに参加する．実験やデータ解析の補助を行うとともに，新しいアイディアを出す過程にも参
加し，イノベーションを掘りおこす．

3.4 センサ情報通信プラットフォーム
3.2.1 研究テーマ内容
ストリーム分散協調処理：高速走行する複数の車両から生成される車両環境センサ情報ならびにヒト
生体センシングの情報を高速に管理・処理するためには，データを逐次的に保存した後に計算を行う
通常のデータベース処理機構ではリアルタイム性に支障が発生するため，データを流れ作業的に演算
するストリーム処理が必要となる．データベースは一貫性を確保するためにデータを一カ所で集中管理
する必要があり処理負荷の分散には向かないが，ストリーム処理は計算を実施するモジュールを連続的
に接続するため，処理負荷の分散が容易となる．一方で，地図データや交通事故・危険状況の履歴を
利用するためには蓄積型データベースが必要となる．センサ情報を実時間で実行するため，車載組込
みシステムを前提に蓄積型データベースとストリームデータベースを融合した情報通信プラットフォーム
を設計，開発する．リアルタイム性と信頼性を向上させるため，データ処理内容を解析することでモジュ
ールを展開し分散配置することで処理効率が向上させ，また，処理内容を同時に複数のモジュールで
並行して実行させることで障害が発生した場合でも計算を継続でき信頼性が向上する．
車々間，路車間通信ネットワークアーキテクチャ：日本の特殊事情である狭帯域通信環境では，必要
最小限の情報しか伝送できず，車両間やセンターとの情報を共有するための信頼性と効率の高いネッ
トワークアーキテクチャが必要となる．また，高齢者ドライバの特性などの個人情報を扱うためプライバシ
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保護が必要となり，秘匿性技術も取り入れなければならない．本研究では，車両間を接続する低遅延の
無線通信ネットワークに加えて，遅延は大きいが広帯域なセルラーネットワークも併用することで，セン
サ情報（位置，速度，周辺環境，ドライバ状況など）に応じて優先度を設定し，低遅延性と広帯域性の情
報を分離し通信路を選択・併用することで，リアルタイム分散協調処理のための高信頼性，秘匿性の通
信要件を満たすネットワークアーキテクチャを構築する．
先進安全運転システムにおける車両制御で計算に許容許される最大遅延時間が規定されている．車
両単独センシングでは問題ないが，複数の周辺車両走行状態の管理・解析を従来のデータベースで
実現することは困難となる．本研究ではセンサ情報通信プラットフォーム技術を確立し，高信頼性を確
保しリアルタイム処理を実現する．この従来方式とは異なるストリーム型のデータ処理プラットフォーム構
築を通して，若手研究者を育成する．
日本の知的交通システムで利用可能な 760MHz 帯 1 チャネルの狭帯域通信と，セルラーネットワーク
を併用する手法により，広帯域低遅延無線通信前提の欧米ネットワーク仕様との互換性を確保可能な
ネットワークアーキテクチャの確立を行う．国際標準化機構 ISO の ITS 専門委員会（TC204）において，
本研究のネットワークアーキテクチャおよびプラットフォームの世界標準の策定，および普及を目指す．
ここでの低価格・高性能な情報通信プラットフォームは，特にアジアやアフリカ地域において広く普及が
見込め，将来の日本の産業に対しても利点となる．

3.2.2 年度別研究内容
平成 26 年度
エージェント Gr の運転支援エージェント，車両 Gr の車両周辺環境センシング，および，生体 Gr の
生体センシングを実現するために，信頼性・安全性を考慮したセンサ情報通信プラットフォームに求め
られる要求条件の整理および基礎検討を実施する．
（1）リアルタイム分散協調のためのストリーム処理技術の開発において，車両走行のシミュレータを利
用した車両センサデータモデルを設計，製作し，車両周辺状況を保持するデータベースで利用される
データ転送をモデル化し，アプリケーションの観点から従来方式と帯域・遅延時間などのパラメータに関
する性能をシミュレーションで比較評価する．
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（2）無線通信ネットワークアーキテクチャの確立において，ネットワークアーキテクチャの現状分析およ
びネットワークシミュレータを利用した評価を実施する．現在，標準化が検討されている欧米の協調シス
テムのネットワークアーキテクチャおよびアプリケーションを詳細分析した後に，本研究で実現するネット
ワークアーキテクチャのモデルおよびプラットフォームの基本部分を設計する．

平成 27 年度
システム全体の評価実験は下記の 3 レベルに分類し，本年度はレベル 1 実験により，センサ情報処
理に関しての要求条件を考慮し，前年度の基礎検討をもとにセンサ情報通信プラットフォームのシステ
ム設計を実施する．
・レベル 1 実験(シミュレータによる評価)
・レベル 2 実験(実車(マイクロ EV)による評価，学内駐車場で簡易実験)
・レベル 3 実験(実車(マイクロ EV)による評価，教習所で総合実験)
(1) 高速分散リアルタイムストリーム処理技術の開発において PC 上の仮想環境を利用した設計と基
本部分の開発を行う．ストリームデータ処理の定義に CQL（Continuous Query Language）を用いることで，
歩行者や障害物など検知すべきデータが出現した場合に自動的に応答を返すため，高速処理が可能
となる．
(2) ネットワークアーキテクチャに関しては，センサ情報（位置，速度，周辺環境，ドライバ状況など）に
応じて必要となる情報に優先度を設定可能なネットワークアーキテクチャを具体的に設計し，ネットワー
クシミュレータと交通流シミュレータを組み合わせ，車両が走行する環境を模擬して性能を評価する．

平成 28 年度
エージェント Gr，車両 Gr，および，生体 Gr のアルゴリズム開発を反映し，その交通環境に対して運転
支援システムを構築し，マイクロ EV による評価実験を大学キャンパス内で行う．
(1) レベル 2 実験として各センサ情報を利用した運転支援システムの性能評価のため，リアルタイム分
散協調処理のセンサ情報通信プラットフォームを PC 上に実装し，実際にマイクロ EV に搭載して評価
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実験を行う．また，実際の車載機器を想定した組込みシステムへの実装に向けた設計を行う．センサデ
ータをストリーム処理モジュールで演算するとともにデータベースにも保持することで，高信頼性，安全
性を確保することが可能となる．
(2) ネットワークアーキテクチャに関しては，トラフィックシミュレータおよび車両走行シミュレータからデ
ータを取得し，具体的な評価を行うとともに，車両間通信には 760MHz 帯 1 チャネル対応を想定するた
め帯域制限を加えた無線 LAN と，実際の携帯電話のセルラーネットワークを併用し評価実験を実施し，
低遅延性と広帯域性の情報を分離し通信路を選択・併用することで，通信に必要となる要件の確認を
通して，レベル 2 実験環境の想定に適合度合を評価し，中間まとめとする．

平成 29 年度
前年度実施したレベル 2 実験の結果に基づき，最終年度に行うレベル 3 実験のための運転支援シス
テムの組み込みシステム環境に向けた改良を実施する．エージェント Gr，車両 Gr，生体 Gr で設計する
に対応可能なシステムをマイクロ EV 上に実装し評価，フィードバックしてシステムを精錬する．
(1) コストとパフォーマンスを考慮した信頼性・安全性を考慮したセンサ情報通信プラットフォームの組
込みシステムへの実装およびデータセンターとの連携機能の開発を行う．
(2) ネットワークアーキテクチャに関しては，実走行車両からデータを取得し，インターネット上に構築
したクラウドサーバをデータセンタとしてデータの分散処理を実施する．
これまで開発を行ってきたセンサ情報通信プラットフォームおよびネットワークアーキテクチャを実際の
組込みシステム環境へ移行させる際には，組込みシステム環境のプラットフォームのベース部分として，
名古屋大学組込みシステム研究センターで開発を行った組込み向けストリームデータ処理機構 Cloudia
を流用しこれをネットワーク分散環境上で構築する．

平成 30 年度
最終年度である本年度は，信頼性・安全性を考慮したセンサ情報通信プラットフォームの組込みシス
テムへの実装結果および無線通信ネットワークアーキテクチャを融合し，すべての実験環境対応の開
発システムのブラッシュアップおよびレベル 3 実験を通してシステム最終評価を実施する．併せて車両
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間を接続する無線通信ネットワークにおいては，不安定な通信路に対応するため，多重接続通信路の
ノード分離のための拡散列の構成，通信路雑音対策としての通信路符号化および秘匿性通信の最終
評価も実施する．
システム全体として運転支援エージェント完成版の作成と最終的な評価として，各 Gr の研究成果を集
約し，現実的な場面に対応できるように「ドライバ・イン・ザ・ループ」のシステムを拡張する．具体的には，
運転支援エージェントを発展させ，車両周辺環境センシング，生体センシングのセンサ情報を，クラウド
コンピューティング環境を含めたリアルタイム分散協調処理のためのセンサ情報通信プラットフォームし
てまとめ，「ドライバ・イン・ザ・ループ」の統合システムとしての総括を行う．
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4. 研究成果
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4.1 成果概要
ヒトのドライバと人工知能であるソフトウエアエージェントの一部として，ステアリングおよびブレーキの
支援システムを研究開発した．具体的な内容を次に示す．ハンドル操作における揺動に基づく車両動
作の異常を検出する制御理論に基づき，ソフトウエアエージェントがドライバとしてのヒトの不適切な認
知的負荷状態を早期に検出する事故予防措置方法を開発した．確率共鳴の原理に基づき，高齢者ド
ライバの衰えた触覚を改善するため，ブレーキペダル等のペダルに装着して用いる振動パッドを開発し
た．高齢者ドライバをモニタリングするエージェントの一部として，ブレーキ・アシスタント・システムを開発
した．システムは，緊急時におけるアクセル・ペダルの復帰パターンの学習を通して，ヒューマン・ドライ
バよりも早く制動を開始し，時速 72km で走る車両に対して 5m～8m に及ぶ制動距離の短縮を達成し
た．モニタリング・エージェントなどのセンシング能力の向上を目指し，時系列パターンのクラス予測やカ
ーネル写像を伴うクラス予測における大幾何マージン最小分類誤り学習法の有効性を調査し，種々の
予測課題においてその基本的有効性を示した．ドライバエージェントなどの環境適応力の向上を目指し，
モジュール構造をもつ深層ニューラルネットワークと隠れマルコフモデルとからなるハイブリッド型クラス
予測器を開発し，大規模な時系列クラス予測課題を通してその有用性を明らかにした．運転支援にお
いて，ドライバの運転の意図を事前に予測することができれば，より適切な支援が可能となり，深層学習
に基づき高速道路における車線変更の予測実験を行い，性能向上を確認した．
高齢者ドライバの状況および行動を正確に把握するため，脳科学，認知科学などからの計測に基づ
く新しい生体情報解析技術が必要となる．そのため，生体情報のデータをドライバインザループの制御
システムに取り入れるシステムを構築した．このシステムは，脈拍計測から運転者状態を判別し，通信に
よりドライバインザループの制御システムに情報をフィーバックし，特に，自動運転車における課題とさ
れる自動運転と手動運転の切り替え時の評価についても検討した．運転者が極度のリラックス状態、緊
張状態にあると切り替え時に運転に支障をもたらし事故に繋がる可能性がある．ドライバが自動運転に
恐怖やストレスを感じたときに手動運転へと切り替える基準を評価した．緊張判定は，脈拍を事前に計
測し，運転加速時に緊張しているかを低周波成分/高周波成分の緊張指標を用いて確認し，運転時に
問題が生じたときに，一定速度運転時よりも大きい緊張指標を示すとともに，この状態を察知したときに，
自動運転から手動運転に切り替えるシステムが構築でき，ドライビングシミュレータで動作を確認し検証
を行った．
一般に高齢者ドライバの操作の遅れ支援のためには，通常のドライバ向けの安全運転支援より，より
広範囲の走行環境を認識し，安全性を確保する必要があるが，そのために複数車両が連携しながらそ
れぞれの走行環境認識のためのセンサ情報を高精度で交換する必要がある．マルチレイヤレーザスキ
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ャナを搭載した複数台の移動ロボットにより歩行者や自動車等の移動物体を追跡する方法を提案し，
有効性を検証した．また，走行する複数の車両間で相互に情報交換の手法の基盤となる情報通信プラ
ットフォームであるダイナミックマップのシステムを開発した．広範囲に存在する多くの車両のセンサデー
タを総合に共有し処理を行い個々の車両制御のためには，通常のリレーショナルデータベースを利用
して計算していては遅延が大きく車両の安全性を確保できないため，モバイルエッジコンピューティング
技術をにより分散し，かつ，センサデータをストリーム処理することで高速性能を達成した．
これらの研究結果を実車両に適応させるプラットフォーム動作検証のため，京都スマートシティエキス
ポにおいて協調型自動運転に関する実証実験を実施した．その後，総務省の自律型モビリティシステ
ム（自動走行・自動制御技術等）の開発・実証に参画し，データ配信機能に関して，NTT ドコモに協力
して自動運転車両を走行させた．内閣府・各省庁が協力して進める戦略的イノベーション創造プログラ
ム（SIP）の自動走行システムのプロジェクトに対して，情報共有の仕様策定に関して積極的に協力を行
った．名古屋大学と共同で情報通信プラットフォームを研究開発する企業コンソーシアムを設立し共同
研究開発を開始した．研究成果の一部を国際標準化機構（ISO）において標準化仕様を提案した．
最終的に，研究成果を普及・発展させるために，産官学連携および国際標準化を通して，研究拠点
を形成することができた．

4.2 特に優れた研究成果
自動運転に基づく車両制御を実現するドライビングシミュレータを実装し，ハンドル操作における揺動
の自動検出手法，および，緊急時における車両制動支援手法の評価検証を行い，有効性を検証した．
高齢者ドライバをモニタリングする際のセンシング能力の向上を目指し，時系列パターンのクラス予測や
カーネル写像を伴うクラス予測における大幾何マージン最小分類誤り学習法の有効性を調査し，予測
課題においてその基本的有効性を示した．
広範囲の走行環境認識のために，複数車両のセンサ情報を送信するためのネットワークアーキテクチャ
を構築し，それぞれのセンサ情報を取得し融合するためのアルゴリズムを開発した．高速化のための処
理をストリーム化して分散処理するためのプラットフォームを構築し実証実験を通して有効性を確認した．
データ伝送手法に関して国際標準化提案を実施するとともに，データの分散処理は総務省のプロジェ
クトに適応するとともに，今後の産業界への貢献のために企業コンソーシアムを立ち上げ実用化を目指
している．
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4.3 問題点とその克服方法
高齢者ドライバの状況および動作を高精度にセンシングするため，新たな人工知能の手法として，深
層ニューラルネットワークと隠れマルコフモデルのハイブリッド型クラス予測器を開発することで実現した．
広範囲の走行環境データを収集し高速低遅延での処理を達成するため，通常のリレーショナルデー
タベースではなくセンサデータと地図データを併用して処理可能なストリームデータ管理システムを開
発しモバイルエッジコンピューティング技術により分散して処理を行うことで達成した．

4.4 優れた成果が上がった点
自動運転に基づく車両制御を実現するドライビングシミュレータを実装し，ハンドル操作における揺動
の自動検出手法，および，緊急時における車両制動支援手法の評価検証を行い，有効性を検証した．
高齢者ドライバをモニタリングする際のセンシング能力の向上を目指し，時系列パターンのクラス予測や
カーネル写像を伴うクラス予測における大幾何マージン最小分類誤り学習法の有効性を調査し，予測
課題においてその基本的有効性を示した．
広範囲の走行環境認識のために，複数車両のセンサ情報を送信するためのネットワークアーキテクチ
ャを構築し，それぞれのセンサ情報を取得し融合するためのアルゴリズムを開発した．高速化のための
処理をストリーム化して分散処理するためのプラットフォームを構築し実証実験を通して有効性を確認し
た．データ伝送手法に関して国際標準化提案を実施するとともに，データの分散処理は総務省のプロ
ジェクトに適応するとともに，今後の産業界への貢献のために企業コンソーシアムを立ち上げ実用化を
目指している．

4.5 課題となった点
本研究では車両の位置情報や走行経路などを無線通信を利用して他車に配信するが，2016 年に
EU 一般データ保護規則（DGPR）が 2016 年に発行され，研究開始時点では想定できなかったプライバ
シ保護の課題がある．
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4.6 自己評価の実施結果と対応状況
4 グループそれぞれが主催して年間 4 回の部門研究会および全体としての年 2 回のシンポジウムで
相互に意見交換し問題点を指摘し，この問題点を解決することで課題のフィードバックを実施し，研究
開発を行ってきた．

4.7 外部（第三者）評価の実施結果と対応状況
ITS（知的交通システム）および自動運転関連分野で著名な東京大学先進モビリティ研究センターの
須田義弘センター長・教授および日本大学精算工学部の景山一郎教授に外部評価委員を依頼し，本
研究メンバー以外の学内委員を含む外部評価委員会を設置した．外部評価委員会メンバーには，部
門研究会予稿集およびシンポジウム予稿集，年度末報告書を送付し，また，各年度末に開催した合計
5 回の研究成果報告会に参加頂きの研究実施状況を報告した．報告会での質疑応答，および，成果報
告会直後の評価委員会でコメントを頂き，その内容に対して具体的対応策を立案し実施した．

4.8 研究期間終了後の展望
同志社大学と名古屋大学の共同で設置したコンソーシアムに参加している企業が，本研究成果の一
部である DM2.0 システムを，広く日本の協調型自動運転の情報通信プラットフォームとして利用しても
らえることを期待している．

4.9 研究成果の副次的効果
本プロジェクトと同時に開始した内閣府：戦略的イノベーション創造プログラム（SIP）第 2 期／自動運
転においてダイナミックマップを取り上げ，また，総務省の各プロジェクトでも注目され，広く影響を与え
ることができた．
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５. 具体的研究内容
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5.1 ソフトウエア・エージェント・アーキテクチャ
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Architecture of the Software Agent that Supports Elderly Drivers:
The Concept of the Generic Driver and its Implementation
Ivan TANEV* , Miho OHSAKI* and Shigeru KATAGIRI*
(Received March 9, 2014)
We proposed the abstract architecture of the elderly driver’s support system, consisting of three formal entities
(agents): the elderly human driver (HD), the generic driving agent (GD) and the supporting agent (SA). HD actually
drives the car, while, at the same time, GD models the “ideal” driving of the car. SA senses the differences between the
behaviors of HD and GD, and acts accordingly - either by (i) informing or (ii) warning the HD, or, in most dangerous
situations - (iii) intervenes in the control of the car. The concept of SA relying for its judgment on GD was successfully
verified on evolved (via genetic programming) electronic stability program of the car modelled in the open source racing
car simulator (TORCS).

Key words 㸸 Driving agent, Generic driver, Electronic stability program, Genetic programming..

1

Introduction

ing activities with intelligent driving aids is a better
solution to the above mentioned challenges.

The demographic situation in most of the developed

Intelligent driving aids would provide support for

countries, including Japan, is associated with progres-

the following naturally deteriorated abilities of elderly

sively ageing population. In the context of driving of

drivers:

vehicles, due to natural processes of ageing, the driving abilities of elderly driver would deteriorate. Con-

• Deteriorated perceptional abilities: deteriorated

sequently, the number of traffic accidents, related to

vision, hearing, vestibular functionality (spatial

elderly drivers will increase. The number of eventual

orientation, perception of movement, acceleration,

traffic accidents, caused by elderly drivers could be re-

etc.),

duced by either (i) administrative restrictions or (ii)

• Deteriorated judgment: imprecise judgment (of

intelligent driving aids that support the elderly drivers

distance to obstacles, collision course, collision

(or both). The administrative restrictions have both

time, delayed reaction, low threshold of cognitive

moral and economical drawbacks. Indeed, preventing

overload, low threshold of distraction, etc.), and

elderly from driving could decrease the quality of their
everyday life. And, in addition, this would reduce the

• Deteriorated actions: physically weak response

demands, and therefore - the production volumes, and

on car’s controls, inadequate response on controls

the prices of the cars which, in turn would be damaging

(due to the deteriorated feeling of the haptic feed-

for the car industries. We believe that accommodating

back).

the needs of elderly drivers by supporting their driv-

All these components that need support via driving

* Graduate School of Information and Computer Science, Doshisha University, Kyoto
Telephone : +81-774-65-6699
E-mail : itanev@mail.doshisha.ac.jp, mohsaki@mail.doshisha.ac.jp, skatagir@mail.doshisha.ac.jp
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Layer 3: Informing
Actions

situation or driving condition, and

Low
Priority

– Layer 1 (highest priority): Intervening - act-

Perceptions
Layer 2: Warning

Layer 1: Intervening

ing on behalf of elderly driver to prevent im-

High
Priority

minent collision or dangerous traffic situation

Environment: state of the car,
driving condition, traffic situation, etc.

or driving condition.
Fig. 1. Three-layered subsumption architecture of the
supporting agent.

• Task #3: Implementing the supporting driving
agent. Subtasks:
– Developing the API of the Driving Simulator

aids - perceptions, judgment, and actions, are exactly

(DS). API should allow the agent to receive

the key attributes of the intelligent software agents.

the perceptions and to issue actions to the
DS,

2

Objective

– Formalizing the process of human driving as

The objective of our research is to develop a driving

a set of formal IF-THEN behavioral rules or

agent that provides driving aids as an adequate sup-

each layer of subsumption architecture of the

port to elderly drivers. Such a supporting agent should

driving agent,

be seamlessly integrated into the driver-in-the-loop

– Implementing (software engineering) the

system and should help the elderly driver in achiev-

supporting agent,

ing both a pleasant and safe driving.

– Optimizing (via simulated evolution) of the
key parameters of the formal model of driv-

3

Main Tasks

ing,
– Testing and debugging the driving agent.

In order to achieve our objective, we have to solve
the following tasks:

• Task #4: Optimizing (via simulated evolution) of
the driving agent:

• Task #1: Determining the set of the most important reasons for unsafe driving from the complete

– Optimizing the set of formal IF-THEN be-

set of deteriorated perceptions, deteriorated judg-

havioral rules (via Genetic Programming),

ment, and deteriorated actions of elderly drivers.

and/or

These reasons would become the attributes (set of

– Optimizing the key parameters of the formal

perception, judgment, and set of actions) of the

model of driving involved in IF-THEN be-

architecture of the agent.

havioral rules (via Genetic Algorithms)
• Task #2: Developing the three layers of the subsumption architecture of the supporting agent, as

4

illustrated in Fig. 1. Each layer should implement

Proposed Approach of Developing the
Supporting Agent: Generic Driver

one of the three possible reactions of the agent:
The architecture of the supporting agent, as illus– Layer 3 (lowest priority): Informing the el-

trated in Fig. 1, implies that the agent should either

derly driver about the specific traffic situa-

inform (Layer 3), warn (Layer 2), or even intervene

tion or driving condition,

(Layer 1) in order to guarantee a safe driving. There-

– Layer 2 (middle priority): Warning the el-

fore, we hypothesize that the judgment whether to in-

derly driver about potentially unsafe traffic

form, warn, or even intervene should be based on the
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5

Proof of Concept: Evolution of Electronic
Stability Program (ESP)

The three entities of the evolved ESP3) are as follows:
• HD actually drives the car in the sample “fish
hook” track (as shown in Fig. 2) with 40km/h in
a low-grip conditions (ȣ=0.4, snowy road).
• GD models the generic driving of a car in the middle of the lane (line-following behavior) of a “fish
hook” track with a constant speed of 40 km/h.
• SA senses the difference between the desired yaw

Fig. 2. The“fish hook” test track.

rate (of GD) and actual yaw rate (of HD) and
applies brakes (i.e., acts) to individual wheels in
order to minimize this difference (Fig. 3). These
differences arise in unstable attitudes of the turning car on slippery roads: understeering (actual
yaw rate is lower than desired one) and oversteering (actual yaw rate is higher than desired one)
car, respectively1) .
The optimal amount of brake force to particular
wheels is evolved via Genetic Programming (GP)2,

4)

.

The car, modeled in The Open Source Racing Car
Simulator (TORCS) is intended to address the eventual drawbacks of evaluating the ESP on a real car:
TORCS5) is both free of charge and efficient - one
minute of the simulated real time usually requires less

Fig. 3. HD, GD and SA for ESP.

than one second of runtime. Additional advantages of
employing TORCS include (i) its realism (by account-

results of the following steps, involving three entities -

ing for all the relevant forces that act upon a moving

human driver, generic driver, and supporting agent, as

car), and (ii) the openness of its source code to the

follows:

eventual modifications that might be needed for the
intended implementation of ESP. The experimental re-

• An elderly human driver (HD) actually drives the

sults, shown in the Table. 1 and Fig. 4 indicate that

car,

the evolved SA (i.e., car with evolved ESP) features
both lower deviation from centerline and faster time

• The generic driver (GD) models the “ideal” driv-

around the test track.

ing at the same time as HD drives the car,
• Supporting Agent (SA) compares the difference

6

Conclusion

between the HD and GD and acting upont the
We presented the main tasks needed to be solved

degree of such a difference (if any).

in order to develop the supporting agen for elderly
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Table 1. Features of the best evolved SA.

Mode
No ESP
Best evolved SA (with ESP)

Sector 1 Deviation, m2
80.08
77.40

Total Deviation, m2
469.25
407.72

Sector 1 Time, s
10.33
10.33

Total Time, s
31.13
30.97

188.
5) TORCS - The Open Racing Car Simulator, URL:
http://sourceforge.net/projects/torcs/

Fig. 4. Overlaid trajectories of the car driven by the
HD and GD with the best evolved ESP and the car,
driven by the same HD driver only.

drivers. Also, we introduced the concept of generic
driver that is employed by the supporting agent as a
benchmark in its judgment regarding the correctness of
driving of elderly human driver. We verified the concept of genetic driver via the implementation of evolvable electronic stability program of a car simulated in
TORCS environment.

References
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：
キーワード ： 機械学習 パターン認識，ニューラルネットワーク．

ドライバモデル仮想標本生成メカニズム
片桐

滋 大崎

はじめに

美穂

している．
以下では，今期の研究進捗を軸に，研究の技術的背景

報告者らは，ドライバと同等以上の運転力を持つ車両

と成果の特徴等を報告する．

とドライバとが協働して（協調的に）運転する，まさに
ドライバ・イン・ザ・ループの運転モードこそが望まし

数理的ドライバモデル推定における技術的要点と本
研究の位置づけ

いと考えている．こうしたモードを実現するためには，
ドライバに匹敵し，かつドライバと協働できる数理的ド
ライバモデルの構築が必要であり，本研究課題では，統

数理的ドライバモデルとは，視覚的あるいは聴覚的，

計的パターン認識あるいは学習理論の技術を用いて，こ

運動感覚的な多次元時系列信号を入力とし，ステアリン

の数理的ドライバモデルの効果的な推定法の開発を目指
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グやブレーキ，アクセルなどの制御信号，あるいは環境

本データ分割法に関する研究

認識や行動判断を出力とする，予測器あるいはパターン

や可変長（多次元）時

系列パターンを入力とする予測器のための推定法に関す

認識器（以下，簡単のために予測器で代表する）に他な

る研究

らない．こうしたモデルの有力な推定法として，学習理

のサブテーマも，直接的にこの幾何マージン

増大法に拠っている．

論や確率・統計に基礎を置く統計的アプローチが広く用

高い未知標本耐性を持つ予測器を得る場合，パターン

いられている．

標本を予めスパースな（一般に高次元な）空間に写像し
ておき，その写像標本に対する予測を小さなモデル（表

生物が経験によって認知能力を高めるように，モデル

現力が限られたモデル）で行うアプローチと，元々与え

推定のための統計的アプローチは，望ましい入出力関係

られたパターン標本の空間において対象標本に対する

をもたらすモデル状態を学習する（即ち，モデルの状態

予測を比較的大きなモデル（表現力が十分なモデル）で

を最適化する）ために訓練標本を用いる．言うまでもな

行うアプローチとがある．一般には，後者に比べ前者の

く，
（将来にわたって登場するであろう標本も含む）無限

方が有利であると考えられているが，それはパターン標

個数の訓練標本を利用でき，かつその無限のデータ（そ

本が固定次元ベクトルであり，かつ比較的予測が容易な

の分布やクラス境界等）を十分に表現できるモデルを利

場合に限られ，予測が難しく，かつ標本次元数（長さ）

用できれば，学習されたモデルは，モデル推定段階以降

が可変である一般の予測においては，両者の優劣は必

の実利用段階（例：実際に公道で車両を運転する段階）

ずしも明らかになっていない．こうした点を考慮し，本

においても正確に動作することが期待できる．

研究ではまた，特に近年注目を集めている深層ニューラ

しかし現実には，利用可能な訓練標本は有限であり，

て，予測に適した特徴写像の発見や少量データのみを用

て，実際の予測器推定は，有限の訓練標本と表現能力が

いて効率的に（新しいドライバなどに）適応可能なモデ

限られたモデルを用いて，未知なる標本，即ちモデル推

ル適応法を実現するためのサブテーマの調査も進めた

定段階では経験できなかった初めての運転状況において

．

も正確に動作する予測器（言い換えれば，未知標本耐性

以下，各節において，上記の各サブテーマに関する進

が高い予測器）の実現を目指すことになる．限られた経

捗を要約する．なお， 節と

験のみを通して的確な判断能力を十分に獲得する生物

究の基盤を要約するものである．

タ上に実現される）情報処理技術によって獲得し得る予
測能力は，この未知標本耐性の観点において明らかに不

大幾何マージンモデル推定

十分であり，この未知標本耐性の向上こそが予測器推定
研究における本質的課題と言うべきである．

本研究の多くは，

これまでにも，この高い未知標本耐性を持つ予測器

る

の実現を目指し，交差検定法などの種々のデータ分割

学習法を基盤としてい

．これは，有限の訓練標本を用いて予測器モデルを

推定する際に，予測器出力であるクラス判断境界を訓練

法や，情報量基準の利用，正則化，幾何マージンの利

標本からできるだけ遠ざける，つまり幾何マージンを大

用，識別的特徴表現法など，実に様々なアプローチが試

きくすることで，予測器出力の未知標本耐性を向上させ

されてきた．こうした中で，報告者らは特に，自身ら

ることができるからである．

が開発した予測器推定法である，最小分類誤り（

クラスの識別課題において，予測器のクラス に関

）学習法に幾何マージン

する出力を

増大機能を加えて改良した手法，即ち大幾何マージン

（

）とするとき，この

予測器によるクラス判断は，以下の誤分類尺度

最小分類誤り（
つかのアプローチを展開してきた

節の内容は，今期の進捗

そのものではないが，後節の進捗報告で必要となる本研

（特に人間）の状況に比べ，現在の（一般にコンピュー

）学習法

）を用い

ルネットワーク（

利用可能な数理モデルの表現能力も限られている．従っ

の符

号，すなわち正負によって表現することができる．

を軸に，いく

．本研究のテーマで

ある，仮想標本生成メカニズムは，基本的にこの

ここで， は予測器入力であり，クラス

に属している

ものとする．また， は予測器がもつ学習対象のモデル

学習法に基づくものであり，今期進めてきた，標
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一般的な識別関数のための幾何マージンの概念．
から転載

文献

誤分類尺度空間におけるパルツェン核の幅と分
類誤り数損失の平滑度との関係．文献
から転載

パラメータである．
予測器出力

が大きいほど

はクラス

属する程度が大きいと仮定する場合，誤分類尺度

に帰
は，

その正値が誤分類を，負値が正分類を表す．従って，こ
の

の値の関数として分類誤り数損失を与え，その損

失を訓練標本集合上で最小化することによって，より正
確な判断を行い得る予測器を得ることができそうである．
しかし，実は，上記の誤分類尺度

には，未知標本

ガウス型パルツェン核によって生成される 次
元標本空間における仮想標本の概念．仮想標本は陰影領
域に存在する．文献
から転載

耐性を向上させる機能が含まれておらず，上述のような
学習は必ずしも高い未知標本耐性を持つ予測器をもたら
し得ない．

学習法は，この問題を解決する

ために，以下で定義される幾何マージン を誤分類尺度

実は，与えられている訓練標本の周囲に仮想標本を生成

として用いる．

することに相当することが明らかとなっている

．図

は，この関係を図解するものである．与えられている
（実）訓練標本

に対する誤分類尺度値

の

ここで， は，クラス境界に（ユークリッド距離の意味

周囲にパルツェン核関数（図中左側のガウス型関数）を

で）最近傍の訓練標本である．導出の詳細は省略するが，

置くとき，その核関数の幅

この幾何マージンの負値が

おける分類誤り数損失の平滑度（シグモイド関数で定義

類尺度

法における誤分

であり，以下のように与えられる．

と，

学習法に

される分類誤り数損失の平滑度制御パラメータ

）が，

によって直接的に結び付

図中にある式
けられる．

ここでも導出の詳細は省略するが，この誤分類尺度上

ここで重要なことは，式（ ）の誤分類尺度は，原則と

の標本点（パターン標本に対応する予測器判断に対応す

して予測器モデルを選ばないことである．広く知られて

る）にパルツェン核を適用することは，予測器判断の誤

いるサポートベクトルマシンで用いられる幾何マージン

り確率（リスク）の推定を行うことに他ならない．その

なども，この式（ ）の特殊ケースに他ならない．式（ ）

とき，それぞれの核関数は，実効的に，対応する標本点

の概念を，図 に図解する．図中の太線は，クラス境界

の周囲に仮想的に訓練標本を付け加えるように機能す

を示す．

る．そして，さらに重要なことに，図 に図解するよう
に，

大幾何マージンモデル推定による仮想標本生成

学習におけるこの仮想標本追加の機能

は， 次元の誤分類尺空間に留まらずに，
（任意の次元の）
オリジナルのパターン標本空間において，クラス境界に

学習法の未知標本耐性向上の由来を明ら

並行に仮想標本を付け加える機能としても働くことが明

かにすることは重要である．この問いに対して，

らかとなっている

学習法が用いる平滑な分類誤り数損失の平滑度が，
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．

モデル推定における大局的損失最小点探索
学習法が用いる損失は，原理的に，モデ
ルパラメータに関して非凸な，複数の最小点（局小点）
をもつ関数である．そのため，広く用いられてきた勾配
法による局所的最小点探索法では必ずしも損失最小化が
学習法の性能分析等の研究に

達成されず，

おいても，その応用の場面においても，この局所性の問

検証標本上で最も識別率が高かった予測器によ
る未知用標本に対する識別率．文献
から転載

題は

法（

法も該当する）にまつわる

懸念材料となってきた．
勾配法に代えて，複数の局小点をもつ損失の（大局
的）最小点探索を目指す有望な手法の代表は進化アルゴ

今期，この仮想標本生成メカニズムに関するサブテー
マにおいて，報告者らの先行研究

リズム（

における実証デー

）であろう．そこでま

ず，報告者らは，予測器モデルのパラメータ表現に親和

タを増やすべく，いくつかの評価実験を行ってきた．し

を用いて，大局的最小点探索の可

性の大きな実数値

かし，対外発表には至っておらず，詳細は次期の報告で

能性を調査した

行う予定である．

．しかし，慎重な評価実験を繰り返し

たにもかかわらず，実数値

による勾配法を上回る損

失最小化を達成することはできなかった．
本研究における今期，この先行研究を補足する形で，

モデル推定用標本の分割法

実数値

よりも標準的なビットストリング型

用いた大局的最小化の有用性を調査した

行研究と同様に，勾配法を上回る大局的最小化を達成す

次第では，表層的にのみ（実際に未知標本を扱う場合の

ることはできなかった．また，興味深いことに，いずれ

効果は保証されないまま）未知標本耐性が向上したよう

の研究においても，損失の平滑度が大きくなるほど，即

に見えてしまうことすらある．この複雑な問題を慎重に

ち損失関数が階段状から滑らかな局面状になるほど，さ

分析する第一歩として，十分に大きな表現能力をもつ予

らに言い換えれば，未知標本耐性の向上に結び付きやす

測器モデルを用いて，利用可能な標本データのサイズが

い学習環境にあるときほど，

幾何マージンの増大，結果的には未知標本耐性の向上に

析は十分に行い得ないものの，これらの結果から，特に
未知標本耐性の向上を目指す滑らかな分類誤り数損失を

標本上とで予測器モデルパラメータとハイパーパラメー

用いる学習においては，

タとのそれぞれの学習を行った際の予測器性能（識別率）

による大局的最小点探索に

こだわるべきではないと考えている．

をまとめたものである．横軸は，訓練標本数と検証標本
数を示しており，左側ほど訓練標本が検証標本より多い．

大幾何マージン最小分類誤り学習法による時系列パ
ターン分類

図はまた，従来型の（未知標本耐性向上の機能を陽にも
学習法（

による最小点探索は困

難であった．損失が高次元関数であるために，原因の解

．

図 は，ある一定の数の訓練標本（学習標本）上と検証

たない）

．しかしここ

でも，慎重に評価実験を繰り返したにもかかわらず，先

未知標本耐性に影響する要因は多く，評価実験の設計

寄与する様子の実験的な評価を行った

を

（

学習法は，本研究プロ

上述したように，

）学習法）と
学習法の結果の双方を示している．図から明らかなよう

ジェクト以前から様々な研究を進めてきたものであった

に，幅広いデータ分割条件において，

が，今期初めて，本手法を可変長時系列パターンの分類

学習法

に適用することができた

が従来法よりも高い未知標本耐性を獲得できている．こ

．

図 からも，また幾何マージンがそもそもユークリッ

の結果は，幾何マージンを用いて未知標本耐性の向上を
目指すアプローチが有望であることを示すものである．

ド距離に基づいていることからも容易に予想できるよ
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ネットワークのある層に局在化し，ドライバのデータ毎
に対応するドライバモジュールを入れ替えて学習する
方式を考案した．この概念は，音声認識における話者適
）に基づくも

応学習（

のであり，今期はこの話者適応課題において，実験によ
る有用性の確認

から，ネットワーク内部の挙動解析

，元々非線形ネットワークの積み重ねであった
に線形ネットワークを挿入する改良法

に至るまでの，

種々の調査研究を行った．
提案したモジュール局在化に基づく学習法は，ドライ
バモジュールが入れ替わることを前提にしてネットワー
クの大部分を最適化しておき，適応時にはその小さなド
ライバモジュールのみを学習対象とする（結果的に高速

ドライバモジュールを局在化したドライバ適応
学習型深層ニューラルネットワーク特徴写像器の概念．
）の概
話者適応学習（
念に基づいており，今期の実験では話者適応課題で評価
は，この課題選択に由来するが，
した．図中の
ドライバにそのまま置き換えることができる．文献
から転載

適応を可能とする）．この方式の有用性は，上述の話者
適応課題で十分に実証することができている
おわりに
本プロジェクトが年度途中から開始されたこともあり，
実験等は，報告者らの先行研究における課題中で行った

うに，ある一定の次元をもつパターン空間を定めること

ものも多い．しかし，上述したように，研究サブテーマ

ができない可変長時系列パターンを入力とする予測器に

のいずれもが，数理的ドライバモデルの効果的かつ効

幾何マージンを導入することは容易ではない．この問題

率的な推定を支える理論基盤となるものであり，実験用

に対し，本研究においては，入力パターンで決まる部分

標本データの分割法や可変長時系列パターンのための

空間において幾何マージンを定義し，またそのマージン

学習法の実現，

を，入力時系列とモデルの間の（動的計画法に基づく）

など，いずれのサブテーマにおいても十分な効果を上げ

近似する手法を提案した．評価実験の規模は小さいもの
比べ，導出した

ることができた．

法と

学習法は，ほぼ理論通りに

本研究の一部は「科学研究費助成事業・基盤研究（ ）

未知標本耐性を向上させ得ることを実証することができ
た

」の支援のもとに行われたものでもある．ここ

．

に記して謝意を表する．

深層ニューラルネットワークを用いるドライバ適
用法
高い特徴表現能力を持つことが期待できる
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Knowledge Discovery in Imbalanced Time Series
Miho OHSAKI* and Shigeru KATAGIRI*
(Received March 30, 2015)
In this ﬁscal year, we started the following two sub-themes as the ﬁrst step of our main theme, which is the knowledge
discovery in imbalanced time series. The ﬁrst sub-theme is imbalanced data classiﬁcation. Automatic classiﬁcation of car
driving situations is required for the support of drivers. However, it is diﬃcult to classify imbalanced data composed by
small amount of accidental cases and large amount of safe ones. We hence proposed a novel classiﬁer for imbalanced data
based on the combination of kernel logistic regression, minimum classiﬁcation error training, and confusion matrix. We
completed the formulation of the proposed classiﬁer. The second sub-theme is modeling of time series with the lack of
information. Missing values and short length of time series, which can happen while monitoring driver/pedestrian behavior,
frequently leads to unreliable modeling results. In order to solve this problem, we proposed a time series modeling method
to compensate for the lack of information through two-stage Bayesian sequential learning based on the concept of transfer
learning. We completed the development of the proposed method.

Key words ： Imbalanced Data, Classiﬁcation, Lack of Information, Time Series Modeling.
キーワード ： 不均衡データ，分類，情報欠落，時系列モデル化．

不均衡時系列データからの知識発見
大崎 美穂, 片桐 滋

1

はじめに

類を目指して，我々はカーネルロジスティック回帰，最
小分類誤り学習，混同行列を組み合わせた新しい分類器

本プロジェクトが目指す運転支援の実現には，様々な

を提案し，その定式化を行った．この副テーマ (不均衡

技術を開発して融合する必要がある．その中で我々は，

データ分類) の研究成果は，第 2 節において報告する．

各種センサから得られるドライバや歩行者の行動データ

運転状況を表すデータはセンサで時々刻々と測定され

に偏りや欠測がある場合，いかにしてデータから運転支

るが，通信遮断や人間の予期せぬ行動により，時系列に

援に役立つ知識を発見するかに主眼を置く．この主テー

は欠測や計測期間の短縮が生じ得る．我々は，このよう

マに向けた第一歩として，今年度は，不均衡データの分

な時系列のモデル化，特にモデル学習の過程に着目し

類，情報欠落がある時系列データのモデル化，という 2

た．具体的には，転移学習の考え方のもとに 2 段階のベ

つの副テーマを設けた．以下に，個々の副テーマの背景，

イズ逐次学習を行うモデル学習法を提案し，そのシステ

目的，問題解決アプローチを説明する．

ムを設計開発した．この副テーマ (情報欠落がある時系

運転支援には運転状況の自動分類が望まれるが，少数

列データのモデル化) の研究成果は，第 3 節において報

の事故事例と多数の無事故事例から成るデータの分類

告する．

は非常に難しい．このような不均衡データの高性能な分

* Department of Information Systems Design, Faculty of Science and Engineering, Doshisha University, Kyoto, Japan
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2

不均衡データ分類器の提案

として最適化を行う．

不均衡データとは少数事例を持つクラスと多数事例を

yk (x) = αTk κ(x) + bk

持つクラスで構成されるデータであり，その分類は危機
的な状況の発見に必要である (交通事故の予測，がんの

P r(Ck |x) =

診断，ネットワーク不正侵入の検知等)．そこで我々は，
運転支援のみならず，様々な分野に貢献し得る汎用的な

(1)

exp(yk (x))
K
∑
exp(yl (x))

(2)

l=1

不均衡データ分類器の開発に着手した．
通常の分類器では事例の数のバランスに強い影響を受

再学習では，我々が考案した混同行列に基づく評価基

けるため，大半の事例を多数クラスに分類し，重要な少

準の調和平均を目的関数として，MCE/GPD 学習を行

数クラスの分類性能が極端に低下する．この問題を解決

う．この目的関数の定義のために，分類結果の誤り度合

すべく，従来の不均衡データ分類の研究では，クラス間

いを表す誤分類測度 dkn (xn ) とそれに対する損失関数

の事例数の差を補正するサンプリング法，クラスごとに

l(dkn (xn )) を，式 (3)～(4) のように表現する．ただし，

異なる誤分類のペナルティを与えるコスト法，サンプリ

kn は n 番目の事例の正しいクラス，η は正の定数であ

ング法やコスト法を組み合わせたアンサンブル法が提案

る．単純な損失関数は誤分類に 1，正分類に 0 を与える

された

1)

が，MCE/GPD 学習ベースの損失関数は，この損失関

. しかし，従来法の多くは分類性能が十分高い

数を微分可能な形で近似したものである．

とは言えず，その仕組みもタスクに特化した知識や経験
則に基づいている．

dkn (xn )

この背景を踏まえて，我々は，タスクや経験則に依存
せずに理論的な一貫性があること，少数クラスと多数ク

= −P r(Ckn |xn ) + 

ラスの両方を高性能に分類できることを目指し，混同行
列に基づくカーネルロジスティック回帰 (CM-KLOGR:

l(dkn (xn )) =

Confusion-matrix-based Kernel Logistic Regression) を
提案した 2) ．今年度は CM-KLOGR の理論構築に力点
を置き，そのモデル構造・目的関数・最適化を定式化した．

∑
1
P r(Cj |xn )η 
K −1
j, j̸=kn

1
1 + exp(−ϵdkn (xn ))

(ϵ > 0)

(4)

ン，すなわち，少数クラスを正しく分類した個数 NTP ，

導出できる利点，および，我々の過去の研究 4) におい

少数クラスを誤って分類した個数 NFP ，多数クラスを

て分類性能が高かった実績から，カーネルロジスティッ
3)

 η1

式 (4) の損失関数を用いることで，分類の様々なパター

CM-KLOGR のモデル構造には，クラスの事後確率を

ク回帰 (KLOGR)

(3)


正しく分類した個数 NTN ，多数クラスを誤って分類し

を採用した．

た個数 NFN を，式 (5)～(8) のように定義できる．

円滑な最適化を実現するため，CM-KLOGR には事前
学習と再学習から成る 2 段階学習を導入した．事前学習

NTP ≈

では交差エントロピーを目的関数とし，通常の KLOGR
の学習を行う．その後，再学習では分類性能に直結する

N
∑

n=1

NFP ≈

評価基準の調和平均を目的関数とし，最小分類誤り・一般
化確率的勾配法 (MCE/GPD: Minimum Classification

NTN ≈

Error/Generalized Probabilistic Descent)5) 学習を行う．
上記のアイディアに基づき，式 (1)～(2) のようにク
ベクトル，κ(x) は入力を非線形変換するカーネル関数，

N
∑

(5)

l(dkn (xn ))δkn ,1

(6)

(1 − l(dkn (xn )))δkn ,1

(7)

n=1

N
∑

n=1

NFN ≈

ラスの事後確率を定義する．ただし，x は入力の特徴量

(1 − l(dkn (xn )))δkn ,2

N
∑

l(dkn (xn ))δkn ,2

(8)

n=1

αk と bk は最適化対象のパラメータである．yk (x) を式

不均衡データ分類では，少数クラスを見落とさない

(2) に代入すると，k 番目のクラスの事後確率 P r(Ck |x)

こと，多数クラスを見落とさないこと，少数クラスを

が求まる．ただし，K はクラスの数である．事前学習で

正しく分類すること，多数クラスを正しく分類するこ

は，この事後確率に基づく交差エントロピーを目的関数

と，全クラスを正しく分類すること，という複数の分
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類性能の向上を同時に求められる．そこで，これらを

されてきたが 6,

表す分類性能の評価基準 f1 = NTP /(NTP + NFN ),

列ではモデル学習が困難な場合を想定した研究は少な

f2 = NTN /(NTN + NFP ), f3 == NTP /(NTP + NFP ),

い．本研究ではこの場合を想定し，同じクラスに属する

f4 = NTN /(NTN + NFN ), f5 = (NTP + NTN )/N を，

時系列の集合が持つ共通の情報を集約し，個々の時系列

式 (5)～(8) の値から導出する．

のモデル学習に活用することを考えた．具体例を挙げる

分類性能の全評価基準を調和平均で統合した式 (9) が，

7)

，情報の欠落が多過ぎて，1 本の時系

と，同じ病気を持つ患者の検査値時系列の集合から共通

我々が提案する目的関数である．ただし，Nec は評価基準

の病状を把握し，それをベースにして個々の患者の病状

の個数，γi は i 番目の評価基準 fi への重み，K はカーネ

を把握する，と言える．また，同じクラスに異なる動的

ル関数値を並べたグラム行列である．式 (9) の第 1 項は

特性を持つ時系列が混入している場合，それを適切に排

評価基準の調和平均であり，評価基準を直接向上させる．

除することも考えた．これは，同じ病気であっても病状

重み λ を持つ第 2 項はパラメータの L2 ノルムであり，

が異なる患者が含まれる例に相当する．

過学習を防ぐ．事前学習で設定したパラメータを初期値

以上のアイディアを実現すべく，我々は転移学習

とし，式 (9) を用いて再学習することで，CM-KLOGR

に基づく 2 段階ベイズ時系列モデル学習法 (2BATS-Tr:

は過学習を防ぎつつ，分類性能の全評価基準を同時に高

Two-stage Bayesian Time Series Modeling based on

められる．

Transfer Learning) を提案した．2BATS-Tr は次の 2 段

J

=



−1

Nec
∑
1

γi 

fi 


−  i=1

Nec
 ∑


γi 

8)

階の学習から成る．異質な時系列を自動的に排除しなが
ら，同質な時系列の集合に共通する情報を獲得する第 1

K

+

λ∑ T
αk Kαk
2

(9)

段階 (共通モデル生成部)．共通モデルを事前知識として

k=1

再学習を行い，個々の時系列のモデルを獲得する第 2 段

i=1

階 (特化モデル生成部)．

以上の定式化より，提案した CM-KLOGR は従来の

共通モデル生成部を図 1 に示す．共通モデル生成部で

不均衡データ分類器とは異なり，タスクや経験則に依存

は，同じクラスの時系列集合から時系列をランダムに選

しない理論的な一貫性のもと，分類性能の様々な評価基

択し，その動的特性に基づいて共通モデルの学習に採用

準を向上する仕組みを持つ．

するか否かを判定する．そして，採用された時系列を用

今年度，我々は CM-KLOGR の理論構築を達成した

いて共通モデルのパラメータを更新する．逐次ベイズ学

ので，来年度の前半にはその実装に移行し，後半にはベ

習の枠組みでこの一連の手続きを繰り返すことで，最終

ンチマークデータによる詳細な性能評価に取り組む．そ

的に同質の時系列のみから学習した共通モデルが得ら

して，本プロジェクトで計測される運転状況のデータに

れる．

対して，いかに CM-KLOGR を適用するか，および，交
通事故やそれにつながる危険な状況の予測が可能か，に
関する知見を得たい．

3

情報欠落がある時系列のモデル学習法の提案

個人の行動に関する時系列には欠測や計測期間の短さ
による情報欠落が生じやすく，モデル化が困難になる場
合が多い．情報を適切に補って信頼性の高い時系列モデ

Fig. 1. 共通モデル生成部.

ルを導出することは，状況の把握や予測に役立つと考え
られる (ドライバや歩行者の特徴解析・行動予測，慢性

特化モデル生成部を図 2 に示す．特化モデル生成部で

病の病状把握など)．そこで，運転支援に限定せず広い

は，共通モデルをパラメータの初期値とし，対象である

分野に共通する仕組みを目指し，情報欠落がある時系列

1 本の時系列を入力して学習を行い，特化モデルを得る．

データのモデル学習法を開発した．

共通モデルが与える情報を適切に残して過学習を防ぐた
めに学習停止基準を導入し，この基準を満たすか否かを

従来，時系列モデル化について極めて多くの研究がな
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判定する．そして，学習を継続する場合は同じ時系列を

来年度は，これら 2 つの提案手法を実装し，ベンチ

再入力して，特化モデルのパラメータを更新する．

マークデータや人工データを用いた実験によって原理的
な有効性を検証する．そして，運転支援における分類問
題・時系列モデル化問題に提案手法を適用するための知
見を得たい．

References
1) H. He and E. A. Garcia, “Learning from Imbalanced
Data,” IEEE Transactions on Knowledge and Data
Engineering, vol.21, no.9, pp.1263–1284, 2009.
2) M. Ohsaki, K. Matsuda, P. Wang, S. Katagiri, and

Fig. 2. 特化モデル生成部.

H. Watanabe, “Formulation of the Kernel Logistic
Regression based on the Confusion Matrix,” IEEE

2BATS-Tr は，情報欠落を補って信頼性の高い時系列

Congress on Evoluationary Computation CEC-2015,

モデルを導出するための方法論であるため，原理的に，

accepted, 2015.
3) J. Zhu and T. Hastie, “Kernel Logistic Regression and

逐次ベイズ学習，採用基準，学習停止基準に何を用いて

the Import Vector Machine,” Journal of Computa-

も良い．今回は，2BATS-Tr の標準的な実現の形として，

tional and Graphical Statistics, vol.14, no.1, pp.185–

逐次ベイズ学習にはカルマンフィルタ 6) ，採用基準には

LPC ケプストラム

9)

，学習停止基準には BIC

10)

205, 2005.

を用

4) K. Matsuda, M. Ohsaki, S. Katagiri, H. Yokoi, and
K. Takabayashi, “Application of Kernel Logistic Re-

いた．

gression to the Prediction of Liver Fibrosis Stages in

今年度，我々は提案した 2BATS-Tr の詳細な設計を

Chronic Hepatitis C,” Joint International Conference

行った．来年度の前半には 2BATS-Tr の実装に注力し，

on Soft Computing and Intelligent Systems and Inter-

その後，現実の問題を模式化した人工データと実測され

national Symposium on Advanced Intelligent Systems,

たベンチマークデータを用いて，有効性を実験検証する．

SCIS-ISIS2012, pp.780–784, 2012.
5) B. H. Juang and S. Katagiri, “Discriminative Learn-

そして，本プロジェクトで計測される運転状況の時系列

ing for Minimum Error Classiﬁcation,” IEEE Trans-

に対して 2BATS-Tr を適用する方法，および，ドライ

actions on Signal Processing, vol.40, no.12, pp.3043–

バや歩行者の行動の予測方法に関する知見を得たい．

3054, 1992.
6) J. D. Hamilton, “Time Series Analysis,” Princeton

4

University Press, 1994.

おわりに

7) J. Durbin and S. J. Koopman, “Time Series Analysis
by State Space Methods,” Oxford University Press,

運転支援を目的として計測されるドライバや歩行者の

2012.

行動データには，偏り (事故事例は少なくて無事故事例

8) S. J. Pan and Q. Yang, “A Survey on Transfer Learn-

は多い) や情報欠落 (通信遮断等による欠測値や計測期

ing,” IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering, vol.22, no.10, pp.1345–1359, 2010.

間の短さ) の問題がある．これらの問題を解決して，我々

9) L. Rabiner and B. H. Juang, “Fundamentals of Speech

の主テーマである運転支援に有益な知識の発見につなが

Recognition,” Prentice Hall, 1993.

るように，今年度は 2 つの副テーマを設定した．

10) C. Bishop, “Pattern Recognition and Machine Learn-

1 つ目の副テーマは偏りがあるデータの分類である．

ing,” Springer, 2010.

我々はカーネルロジスティック回帰，最小分類誤り学習，
混同行列を組み合わせた新しい分類器 CM-KLOGR を
提案し，その定式化を行った．2 つ目の副テーマは情報
欠落がある時系列のモデル化である．我々は転移学習の
考え方のもとに 2 段階のベイズ逐次学習を行うモデル学
習法 2BATS-Tr を提案し，その設計を行った．

48

Driving Scene Classification Using Driving Data Recorded with Smartphones
Masayuki TSUBOI*, Chiyomi MIYAJIMA*, Kazuya TAKEDA*
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We investigated a driving scene classification method using driving data obtained from on-vehicle sensors. We focused on
driving data which can be recorded with easy-to-mount sensors such as drive recorders and Smartphones. Driving scenes of right
and left turns, stopping, going straight, left and right lane changes were modeled with hidden Markov models using video images,
acceleration, and GPS signals recorded with Smartphones. Optical flows calculated from the video images of the road ahead were
used as the vehicle motion features. Driving scene classification experiments were conducted for driving data recoded on city
streets and expressway. The number of optical flow vectors in each direction successfully represented the vehicle motion and
achieved an F-measure of about 0.7. Additional use of other kinds of sensor signals from CAN-bus and contextual information will
be our future work.
Key words：driving scene classification, optical flow, hidden Markov model, Smartphone
キーワード：運転状況分類，オプティカルフロー，隠れマルコフモデル，スマートフォン

運転データのボトムアップクラスタリングに基づく運転状況の分類

坪井 優幸，宮島 千代美，武田 一哉

と車載ネットワークを用いた小型の運転信号記録

1. はじめに
自動運転を含め，高度運転支援システムの研究

デバイスを開発し，様々な車両で運転データを容

においては，数百万～数千万円のセンサが実験車

易に収集できることを示した 1)．本稿では，この

に搭載され，センサリッチな運転環境認識が行わ

運転信号記録デバイスを用いて運転データを記録

れている．しかし一般車にこのような高価なセン

し，特にスマートフォン側で取得可能な運転デー

サを搭載するのは非現実的であり，安価なドライ

タを用いて運転状況を分類する手法について検討

ブレコーダやスマートフォンに代表される安価な

する．まず，スマートフォンのカメラで記録した

持ち込み端末でも記録可能な，加速度センサやカ

前方映像から自車の挙動を表現可能な特徴量を抽

メラなどを用いて運転状況を認識する手法も求め

出し，加速度や GPS 情報と併用することで運転状

られている．我々はこれまでに，スマートフォン

況の分類を行う．停止・右左折・左右車線変更・

_________________________________
*Graduate School of Information Science, Nagoya University, Nagoya,
+81-52-789-3647
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直進といった基本的な運転状況を隠れマルコフモ

変更・左車線変更・走行の 3 種類の HMM を構築し

デルを用いてモデル化し，市街地走行運転データ

た．HMM の学習には HTK3.4.1 を用いた 2)．

に対して 4 種類の運転状況の分類，高速走行デー
タに対して 3 種類の運転状況分類実験を行った．

2.3

運転状況表現に用いる特徴量

本稿では，走行中の前方映像が自車の挙動ととも
2.

に変化することに着目し，オプティカルフローを自

各運転状況のモデル化

車挙動の情報として用いる．一般的にオプティカル

2.1 運転状況の定義
本稿では，停止，右左折，左右車線変更，直進

フローは，カメラ固定の状況で対象物が移動するこ

といった，基本的な運転状況を分類対象とし，運

とを仮定して用いる場合が多いが，ここでは，静的

転状況はそれぞれ以下のように定義した．

な道路構造物に対して，自車および車両に固定され
たカメラが前方，左右方向に移動することによって

表１ 本実験における運転状況の定義
停止

右折

左折

右車線変更

発生するオプティカルフローに着目する．

車両が完全に静止した時点から，

走行映像から取得できるオプティカルフローと，

動き出すまでの時点（右左折中の

前後・左右の加速度と変化量，GPS から求めた自車

横断者待ちは除く）
．

の移動距離の情報をモデルの特徴量として用いた．

映像が右へ動き始める 1 秒前の

なお，オプティカルフローは，ベクトルそのものを

時点から，右折後映像が正面を向

用いるより，図 1 に示すように，オプティカルフロ

いて 1 秒後の時点．

ーの方向をいくつかの方向に分類し，各方向に向い

映像が左へ動き始める 1 秒前の

たオプティカルフローのベクトルの数（以下フロー

時点から，左折後映像が正面を向

数と呼ぶ）を特徴量として用いた場合の方が，分類

いて 1 秒後の時点．

精度よいことが予備実験で分かったため，フロー数

前方映像の白線が左に動き始め

のヒストグラムを特徴量として用いた．モデル化に

る 1 秒前の時点から，前方映像の

用いた特徴量等は表 2 の通りである．

白線が左に動かなくなって 1 秒
後の時点．
左車線変更

前方映像の白線が右に動き始め
る 1 秒前の時点から，前方映像の
白線が右に動かなくなって 1 秒
後の時点．

走行（直進） 上記以外．
図1

2.2

2.4

HMM による運転状況のモデル化

分類を行うフローの角度

走行データの収録とアノテーション

運転状況分類を行うため，上記の運転状況の定義

実験には，図 2～4 に示す走行コースで収録した

に基づき，隠れマルコフモデル（HMM）により各運

運転データ用いた．収録データは表 1 の定義に基づ

転状況をモデル化した．ここでは運転シーンのモデ

いて各運転状況を人でアノテーションを行い，運転

ルとして市街地走行について，停止・右折・左折・

状況の ground-truth とした．アノテーションは，前方

走行の 4 種類の HMM，高速走行について，右車線

映像を見ながら主観的に行った．

50

表 2 実験条件

3.

4 方向のフロー数のヒストグラム

3.1 実験条件
HMM は left-to-right 型の HMM とし，状態数は予

2 方向のフロー数のヒストグラム
特徴量

映像フレー

運転状況分類実験

前後，水平方向の加速度

備実験により選択した．HMM による映像分類実験

前後，水平方向の加速度の変化量

の評価尺度として，市街地走行映像に関して，名

GPS から得た移動距離

古屋大学付近の走行映像に対してアノテーション

25 fps

を行ったシーンを全てモデルの学習に使用した．
Leave-one-out 交差検定を用いて分類精度を評価し

ムレート
映像解像度

た．
フレーム毎の分類結果に対して F 値を算出し，

426×240 pixel

F 値の平均値を評価尺度として用いた．
3.2 実験結果

市街地走行データおよび高速道路走行データを
用いて運転状況分類を行った結果を図 4 に示す．
図 4 ではモデル化に用いる特徴量の違いによる分
類精度を比較している．
実験結果より，加速度や GPS 差分による移動距
離の情報を映像に併用しても映像（フローベクト
ル数のヒストグラム）のみの分類精度に対する差
分が小さいことから，フローベクトル数の特徴量

図 2 市街地走行コース１

の方が，加速度や移動距離の情報よりも高い分類
精度を示すことが分かった．市街地走行の 4 状況
分類いおいて約 0.7 以上，高速道路走行の 3 状況
分類において 0.6 以上の F 値が得られることが分
かった．高速道路走行の方が分類クラス数が小さ

図 3 市街地走行コース 2

いにも関わらず分類精度が低い結果となった．

0.8

市街地⾛⾏（4分類）

⾼速道路⾛⾏（3分類）

0.7

F値の平均

0.6

加速度＋移動距離
acc+loc
映像
video
video+acc
映像＋加速度
映像＋移動距離
video+loc
映像＋加速度＋移動距離
all

0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0
特徴量

特徴量

図 5 市街地・高速道路走行データに対する運転状
況分類結果（特徴量の比較）

図 4 高速道路走行コース
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表 3 および表 4 はそれぞれ，最も F 値が高かっ

今後の課題として，より様々な運転状況を含め

た特徴量の組み合わせにおける運転状況別の分類

た分類性能の調査，CAN 信号 4)を含めた分類性能

精度を示している．市街地運転データでは，停止・

の調査などが挙げられる．

直進は比較的精度がよいのに対し，右折の精度が
低いことがわかる．右折中は対向車・歩行者によ

参考文献
1) C. Miyajima, H. Ishikawa, M. Kaneko, N. Kitaoka,

る妨害によって，途中停止・発進を繰り返すこと

and K. Takeda, “Analysis of driving behavior

があるため，単一のモデルでは，表現が難しいも

signals recorded from different types of vehicles

のと考えられる．

using CAN and Smartphone,” 2nd International
Symposium on Future Active Safety Technology

一方，高速道路走行データについては，走行・

toward zero traffic accidents, 6 pages (2013)
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変更の分類精度が低いことが分かった．原因とし

3) 二宮芳樹，オプティカルフローによる移動物の検知，

て，左車線変更は右車線変更に比較して，滑らか
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ある．

表 3 市街地走行 4 状況分類結果（F 値）
走行

停止

右折

左折

0.89

0.92

0.42

0.71

表 4 高速道路走行 3 状況分類結果（F 値）
走行

右車線変更

左車線変更

0.89

0.92

0.42

4. まとめ

本稿では，スマートフォンで収録可能な運転デ
ータを用いて運転状況分類実験を行った．自車挙
動を表現する特徴量として，スマートフォン内蔵
のカメラ映像から得たオプティカルフローの方向
成分に着目し，加速度や GPS 情報と併用して運転
状況分類実験を行った．各運転状況を隠れマルコ
フモデルを用いてモデル化し，
市街地走行データ，
高速道路走行データそれぞれについて運転状況分
類実験を行った．その結果，加速度や移動距離情
報よりも，オプティカルフローの情報の方が，運
転状況分類に有効であることが分かった．
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Steering Oscillations
as an Indication of Inadequate Cognitive Load of Drivers
Ivan Tanev, Dipak Sharma, Katsunori Shimohara, Miho Ohsaki and Shigeru Katagiri

We investigate a method of detecting the anxiety of automobile passengers, which could be used as measure for evaluating
passenger comfort. We use passenger blinking behavior to detect their anxiety. We propose a method of modeling time series of
occurrences of blinking events based on a point process. A point process is a type of random process. It can represent the
occurrences of an event as continuous values of event occurrence intensity, not as simple discrete points or occurrences per unit of
time. Using this approach, we can analyze long-term patterns of blinking behavior based on a history of blinking events. To model
blinking behavior, we parameterize a conditional intensity function based on time series data of blinking events, and estimate a
maximum likelihood parameter from the joint probability density function of a point process. In parameterizing the conditional
intensity function, we used a probability distribution of the blinking intervals of each subject, fitted to a mixture of Gaussians. To
evaluate the effectiveness of the proposed models, we conducted an experiment of passenger anxiety detection based on their
blinking behavior using a support vector machine. We mounted a video camera on a car to record the passenger’s face in order to
capture blinking behavior. The ground-truth of the passenger’s anxiety was captured by having the passenger press a push-button
switch when they felt anxious. The driving route included both an expressway and city streets. Experimental results showed that
our method achieved an average AUC of 0.72, while the average AUC when using the conventional feature of simple blinking
rates was only 0.67, thus confirming the effectiveness of our proposed method.

Key words：cognitive load, latent feedback, driver-induced steering oscillations, genetic programming, TORCS

1.

ability of the driver. However, the driver (either

Introduction

With the ongoing evolution of automobile technology,

deliberately or not) allocates too little cognitive

human error becomes the single most important factor

resources to the task of driving. This situation

contributing to traffic accidents. Most of these driving

happens, for example, on low-demanding

errors constitute either an incorrect or a too late response

driving (e.g., on an empty highway), or due to

of the driver. Most often, the primary reason of these

fatigue (e.g., microsleeps, i.e., short periods –

errors is the inadequate cognitive engagement (or,

between 0.5s and 1.5s – when drivers appear to

cognitive load) of the driver, in which the amount of the

be asleep) and it might be further aggravated by

attention, dedicated to driving is lower than the attention

the available driving aids that (i) could assume a

required by the current traffic situation. We consider two

part of the task of driving the vehicle (e.g., cruise

major cases of inadequate cognitive load:

control, adaptive cruise control, etc.) or, (ii)



The attention required by the traffic situation is

could create an exaggerated sense of safety in

lower than the current maximum cognitive

the driver (e.g., anti-locking brake system,

_________________________________
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electronic stability program, collision warning,

personal trait, and some drivers may respond

etc.). As a result, the driver would be unable to

slowly just because they are sure that the current

quickly allocate the urgently needed additional

conditions of the road, car, and driver do not

cognitive resources in a case of emergent

require an urgent response. According to the

hazardous traffic situations (e.g., overtaking or

Risk Homeostasis Theory [9] (RHT), the drivers

changing the lanes on a highway, sudden

tend to exhibit more risky driving style when

deceleration of car(s) in front, entering or exiting

extra safety measures or driving aids are

the toll gates, approaching a junction after

incorporated

exiting the highway, etc.). Moreover, the

anti-locking brake system, electronic stability

allocation of such cognitive resources could be

program, tires with better friction coefficient in

even slower if driver has meanwhile allocated

different road conditions, etc.).

the idling “spare” cognitive resources for tasks





in

the

cars

(e.g.,

airbags,

The delay of response could be a meaningful

that are unrelated to driving (i.e., secondary

indication of cognitive load only when measured

tasks) – talking (hands-free) via mobile phone,

directly in situations that really require an urgent

changing the music CD, or just daydreaming [4].

response – such as a moving obstacle appearing

The attention required by the traffic situation is

suddenly and closely in front of the car.

higher than the maximum cognitive capacity of

Inadequate cognitive load in such case would,

the driver. This is especially true for elderly

indeed, result in a delayed response of the driver,

drivers with naturally deteriorated cognitive

which, however, would cause an accident.

abilities, when facing a situation that requires too

Therefore, the delay of response in such

much cognitive workload – as, for example,

situations

crossing a busy unregulated junction, changing

crash-preventive, early warning of the eventual

lanes in a busy multi-lane roads, etc. The causes

inadequate cognitive load of the driver.

of most of traffic accidents in such situations are

To address these two drawbacks of the canonical ways to

classified as “looked-but-failed-to-see”, which

infer the cognitive load, in this work we propose an

confirms this hypothesis [4].

approach to detect the early symptoms of the main result

could

not

be

used

as

a

Inferring the inadequate cognitive load of drivers would

of the cognitive load – the delay of driver’s response. In

be very important for the prevention of many of the

addition, in order to use the proposed approach as an

driving accidents. The common symptom of the both

accident-preventive,

cases of inadequate cognitive load, mentioned above, is

cognitive load, we intent to detect these symptoms in

the delay in response of the driver. Therefore, we could

seemingly normal driving conditions – (i) driving on a

infer the inadequate cognitive load by means of

straight, (ii) entering a turn, and (iii) exiting a turn.

measuring directly the amount of delay of drivers’ actions

Considering the human driver as a controller of a system

to various environmental stimuli during driving – such as,

(car) with feedback, and applying the Nyquist Stability

for example, the delay of pressing the brake pedal upon

Criterion for systems with feedback control, we

various emergent situations. Such an approach, however,

hypothesize that any delay in the feedback (due to

would suffer from the following two drawbacks:

inadequate cognitive load of the driver) would result in



early

warning

of

inadequate

potentially unstable system, oscillating system,. Therefore,

The delay of response in normal driving is a
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focusing on the control of the steering of the car, any

Our work is motivated by fact that despite the significant

delay in the feedback, caused by inadequate cognitive

body of research on both (i) the effect of cognitive load of

load of the driver, would result in steering oscillations.

drivers on safety of road traffic [4] and (ii) the related

Detecting these steering oscillations would be crucial for

phenomenon, known in aviation as “pilot-induced

early warning of inadequate cognitive load of drivers. The

oscillations” [6] (i.e., uncontrollable oscillations of pitch

proposed approach of using the driver-induced steering

angle, and often – of angle of attack of the aircraft) to the

oscillations as a symptom inadequate cognitive load of

best of our knowledge, we are not aware of any research

drivers features the following advantages:

considering the driver induced oscillations as implications







Holism: the approach implies that the delay, as

of inadequate cognitive load of drivers. Conversely to our

an overall result of inadequate cognitive load is

approach,

measured, rather than the underlying cause of

oscillations consider the cumulative result of two factors –

such a delay – either a cognitive underload or

too sensitive and too tardy response of the fly-by-ware

overload.

control systems of aircrafts to pitch control inputs of the

Functional: the proposed approach focuses on

pilot. The aircrafts are assumed to be operated by

delay of response as an indication of the actual

well-trained, fast responding, and cognitively adequate

ability of the driver to control the car, rather than

pilots.

on

(e.g.,

The remaining of the article is organized as follows.

wandering fixation points, talking to a passenger

Section 2 describes the proposed approach and attempts to

or on mobile phone, looking to the mirrors, etc.)

justify our choice of using a simulated car driven by a

that are rather individual and may not always

driving agent as a model of human driver. In Section 3 we

correlate with the deteriorated driving abilities of

present the architecture of the driving agent and the

particular driver in a particular situation.

evolutionary

Could be used for early warning: the steering

functionality. Section 4 discusses the experimental results

oscillations caused by delay in response of the

about the characteristic changes in the steering behavior

driver could be potentially detectable during a

of the driving agent when various delays of its response

normal driving – on straights, entering and

are introduced. Finally, Section 5 draws a conclusion and

exiting the corners – well before any potentially

elaborates on the anticipated future work.

external,

behavioral

variations

however,

the

paradigm,

studies

employed

of

pilot-induced

to

develop

its

hazardous traffic situation occurs.
The objective of our research is to explore the feasibility

2. Proposed Approach

of applying genetic programming (GP) to automatically

Theoretically, it would be possible to verify (or

develop a driving agent – as a model of a human driver –

discard) this hypothesis that a delay in steering response

that optimally steers a realistically simulated car (in The

of the driver would result in detectable steering

Open source Racing Car Simulator, TORCS) when

oscillations as an early warning of driver’s inadequate

instant (zero delay) response is guaranteed. Also, we

cognitive load on real car(s), driven by cognitively
inadequate human driver(s) on different traffic situations.

should verify the hypothesis that a simulated delay in

Such an eventual approach, however, would be too unsafe,

steering response of the evolved model of human driver

too slow, and too expensive.

would result in detectable steering oscillations as an early

Instead of relying on a real car, in our research, the

warning of driver’s inadequate cognitive load.
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proposed use of a car, simulated in TORCS, is intended to

theoretically, it would be possible to handcraft its code

address all three of the above-mentioned drawbacks:

(applying various top-down, theoretical approaches based

naturally, TORCS, as a software model of the car and the

on vehicle dynamics) that models the human in steering

environment, is crash-safe. Also, it is computationally

of the car on a given sample road. Such a code could be

efficient (one minute of simulated driving time usually

expressed as an algebraic function – a steering angle

requires less than one second of computational runtime)

function (SAF) – of parameters, pertinent to the state of

and free of charge [8]. Additional advantages of TORCS

the car and the surrounding environment. However, such

include (i) the realism of simulation (by accounting

an approach of designing SAF might be practically

faithfully for all the relevant forces that act upon a

unfeasible due to the extremely complex, non-linear

moving car), and (ii) the openness of its source code to

nature of the dynamics of the real cars [3]. Indeed, it

the eventual modifications that would be needed for the

would be difficult to anticipate the relevant set of

intended implementation of steering behavior of the

parameters, pertinent to the state of the car, that influence

(modelled) driver.

the amount of steering angle, needed to steer the car

Our choice of a simulated (rather than a real) car

optimally in various maneuvers (negotiating corners,

heavily influenced our decision to employ a driving agent

changing lanes, returning to center of the lane following a

(rather than a real human) to drive it during our

small deviation, driving on the middle of the lane, etc.).

experiments.

would

Moreover, while a handcrafted code of SAF that involves

psychologically perceive the driving of the simulated car

all these parameters might definitely steer the car well on

as a task that is less risky than the real one, and,

a given sample road, neither the degree of the optimality

consequently, would (often subconsciously) modify their

of such a code, nor the way how to further improve it

driving behavior. Therefore, we would not be completely

would be apparent to the human developer. Therefore, an

sure about the bias in the obtained results of the cognitive

automated mechanism (i) to evaluate the quality of SAF,

load of drivers. Moreover, even if we are aware about the

and (ii) to incrementally improve its intermediate

significant body of research that confirms the correlation

version(s) – e.g., based on the models of natural evolution

between the inadequate cognitive load and the delay of

of species – might be needed.

Indeed,

the

human

drivers

the response of human driver, we would be unable to

In the proposed approach, the optimal code of SAF is

actually measure the amount of this delay in normal

automatically developed via modeled evolution through

driving situations. Consequently, we would be unable to

selection, survival and reproduction of the subset of the

infer the relationship between the eventual delay and the

best (fittest) SAF in a way much similar to the evolution

emergent driver-induced steering oscillations (if any).

of species in Nature [5]. Such an approach involves the

With a driving agent, we could model different delays of

evaluation of the quality of many intermediate SAF in

its response and investigate the resulting changes in its

due course of evolution, which, in turn, additionally

steering behavior. And, finally, allowing the driving agent

vindicates our decision to use a simulated car as these

to control the simulated car adds objectivity to our

evaluations could be accomplished much faster than those

experiments, because we do not need to take care about

on an eventual real car, in a real time.

how to actually cause an inadequate cognitive load
3. Driving Agent: Architecture and Evolutionary

(which is both subjective and individualized) of human

Development of its Functionality

drivers that would result in the investigated delays of their

From the viewpoint of software engineering, the

responses.

intended model the steering behavior of a human driver

Regarding the development of such a driving agent,
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on a given sample road could be considered as a

Driving Agent
(Model of Human Driver)
Delay
Perceptions
Decision
Steering
Lateral and
angle
angular deviation
Deciding the
Delay
τ
(and derivatives)
steering angle
from the center of
via SAF
lane

(software) driving agent, that continuously perceives the
state of the car and the environment, judges whether a
steering input needs to be applied, and, if yes, acts by
applying an input that turns the front wheels of the car to
an appropriate – calculated via SAF – steering angle.
Thus, the objective of evolving the driving agent could be

Simulated
Car

rephrased as evolving the decision-making functionality

Accelerator
(constant, V=50km/h)

of such an agent. This, in turn, implies that we would

Steering
angle

have to solve the following main tasks: When to apply the
steering input? What is the concrete architecture of the
driving agent and its decision-making mechanism? How

Fig.1. Reactive architecture of the driving agent: the

much steering input to apply, i.e., what should be the

applied steering angle is decided (via SAF) from the current

contents of SAF? We discuss the proposed solutions to

perceptions only.

these tasks in the following subsections.

Therefore, in our approach, we assume a purely
reactive agent in that the applied steering angle is decided

3.1

When to Apply the Steering Input

via SAF of the current perceptions only. The architecture

The solution to this task defines the type of the adopted

of the agent is illustrated in Figure 1.

architecture of the driving agent: either reactive or

The introduction of the delay subsystem, as shown in

proactive. In the latter case, the agent should be able to

Figure 1, would allow us to investigate the effect of

perceive and anticipate the road conditions (direction of

cognitive load on the steering behavior of the agent, as

the approached turn, distance to the turn, its radius, etc.,

elaborated later in Section 5. In all of our experiments, we

in a case of simple lane following) and traffic situations

consider a simple case of driving the car at a constant

(number, location and speed of nearby cars, in case of

speed of 50 km/h, which requires trivial actions upon

lane changing) well ahead – both in time and in space.

both the accelerator and brake pedals of the car. Therefore,

However, such an anticipation, and consequently – the

we excluded these actions form the decision-making

corresponding anticipatory behavior of the agent – would

functionality of the agent.

be too uncertain, and therefore, it would guarantee neither
a definite nor a consistent steering response of the agent.

3.2 How much ssteering input to apply

Moreover, even if an imminent maneuver, say, to the right

As we discussed earlier in Section 1, the objective of

lane is foreseen, the eventual proactively-decided pattern

our research is to investigate the feasibility of applying

of the applied steering angle would easily become

GP to automatically develop the driving agent ( as a

outdated as the state of the car (lateral and angular

model of a human driver) that optimally steers a

deviation from the centerline, speed, etc.) and, especially,

realistically simulated car with instant feedback. Within

the surrounding environment (e.g., number, location and

the context of the already introduced solutions to the tasks

speed of nearby cars) might be dynamic, uncertain, and

of when and where to apply the SAF-induced steering

non-deterministic, and, therefore, may require an

input, the evolutionary development of the driving agent

immediate, prompt steering response.

could be considered as an evolution of such an algebraic
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Table 1. Main features of GP used to evolve the optimal SAF of driving agent
Category
Applied GP framework

Value
XML-based Genetic Programming (XGP [7])
Dual: DOM-parse tree and XML-text. DOM-parse tree is used for the implementation of

Genetic representation of

genetic operations (crossover and mutation) and for fitness evaluation. XML-text is used

evolved SAF

as a format for transmitting (via UDP channel) the SAF from the GP framework to the
fitness evaluator (TORCS).

Set of non-terminals

{ +, -, *, / }

(functions)
Set of terminal simbols:

{ lateral acceleration α and its derivative α’, lateral deviation from the center of the lane

parameters, pertinent to the

d and its derivative d’, angle between center line and longitudinal axis of car θ and its

state of the car and

derivative θ’; and a random constant within the range [0..10] }

environment, and their
derivatives
Population size

100 individuals

Selection

Binary tournament, ratio 0.1

Elitism

Best 4 individuals

Crossover

Single point, ratio 0.9

Mutation

Random subtree mutation, ratio 0.05

Fitness value

Weighted sum of (i) the area under the trajectory and (ii) the average of the lateral
velocity of the car in a return-to-the-center-of-the-line maneuver.

Termination criteria

(#Generations>100) or (no improvement of fitness for 16 consecutive generations)

SAF (of the parameters, pertinent to the state of the car

and the actual one into a increment (or decrement) of the

and their derivatives) that defines the optimal amount of

position of accelerator pedal. As the car reaches the

steering angle for a given steering task on a given sample

desired speed of 50km/h, the steering of the car assumed

road. The main features of GP, used to evolve such a

by the evolved SAF that instantly (without any delay)

function are shown in Table 1.

produces the desired steering angle (with a sampling
interval of 20ms) of the car’s front wheels for the current

We define the criterion for optimality from the desired

values of the perception parameters. The intended,

characteristics of the driving line during the trial of

optimal, trajectory of the car, steered by the evolved SAF

evaluating the fitness of the evolved SAFs. The trial is

should be both quick and smooth return to the center of

implemented as follows: first, the simulated car, initially

the lane followed by the precise drive along it (Figure 2,

positioned parallel- , 8 meters off the center of the sample,

Case 3). We consider the trajectories shown in Figure 2 as

wide straight road, accelerates slowly to 50 km/h. The

Case 1 and Case 2 as suboptimal, as they represent either

speed of the car is kept constant during the trial by a

a too slow (Case 1), or too quick, oscillating return (Case

simple, handcrafted feedback control mechanism that

3), respectively. Indeed, a too slow return would be

maps the difference between the desired speed (50km/h)

unable to either follow adequately the center of the lane

58

on cornering or return to it in a case of missing it due to
the delays caused by inadequate cognitive load of driver.
On the other hand, the too quick return would imply an

Center of the

unnatural (for the cognitively adequate human driver),

Driving
lane

inherently oscillating trajectory of recovery. In addition,

Case 3

such a trajectory would be associated with both an

Case 2

uncomfortable (driver and passengers subjected higher

Case 1
Direction of driving

lateral accelerations) and unsafe (lateral accelerations

Fig.2. Trial of the evolved SAF: the intended trajectory

might exceed the currently available friction of the road)

(Case 3) of the car, steered by the evolved SAF would be

drive.

both feature both a quick (i.e., featuring a narrow area

In order to formally express the defined criterion of

under the trajectory) and oscillation-free (with low average

optimality of the SAF-induced steering, we defined the

lateral velocity) return to the center of the lane. Case 1 and

fitness function F as a weighed sum of two components:

Case 2 illustrate a too slow and too quick (oscillating)

(i) the area AT under the trajectory of the car (as an

return to the center of the line, respectively.

integral of the lateral deviation) and (ii) the average of the
lateral velocity VL_AVR (an integral of the lateral

two-objective optimization approach [2]) instead of

acceleration) of the car:
F = AT + C × VL_AVR

fusing both these components in a single scalar value.

(1)

This would allow us to obtain a set of (Pareto-optimal)

The desired trajectory (Figure 2, Case 3) would feature an

SAF that feature different combinations of the area under

optimal trade-off between these values of these two

the trajectory of the car and the average of its lateral

components that result in a minimal fitness value. Indeed,

velocity. SAF featuring a wide area under the trajectory

the suboptimal trajectories would be subjected to a

might be needed in a slow lane change on an low-traffic

detrimental selection pressure either due to the too wide

highway, or in a low grip (snowy, icy) road conditions.

area under the trajectory (Figure 2, Case 1) or too high

On the other hand, the SAF that result in a oscillating

lateral velocity (Figure 2, Case 2).

trajectories with higher lateral speeds might be needed in

In order to achieve a better generality of evolved AF,

circumnavigating

we consider two fitness cases: one with the car starting

of

suddenly

appeared

obstacles.

However, for the given task of returning to the center of

the trial right from the center of the lane (as illustrated in

line in a “normal” driving conditions, the proposed

Figure 2), and one - from the left. The overall fitness of

simplified evaluation of the fitness of evolved SAF is

the evolved SAF is calculated as an average of these two

sufficient.

fitness cases.

The main features of the simulated car used in our

We verified experimentally that the value 0.5 of the

research are shown in Figure 3.

weight coefficient C in Equation (1) results in an optimal
tradeoff between the values of the two additive

3.3. Evolved SAF of Driving Agent: Experimental

components of the fitness function.

Results

We would like to note that for a different steering

Fitness convergence characteristics of 20 independent

tasks we might need to keep track of both the components

runs of GP are shown in Figure 4. The fitness of the best

of the fitness of evolved SAF separately (in a
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Model
Length, m
Width, m
Height, m
Mass, kg
Front/rear weight repartition
Height of centre of gravity, m
Drivetrain

CLK DTM
4.76
1.96
1.17
1050
0.5 / 0.5
0.25
front engine,
rear wheels drive

Fig.3. Main Features of the simulated car
works. We could only confirm, however, that the evolved

Fitness Value

2500

SAF implements a variant of proportional-derivative

2000

(PD) control of the steering in that both (i) the direct

1500

the environment and (ii) their derivatives are incorporated

values of parameters pertinent to the state of the car and
in its code.

1000

The dynamics of the steering angle, the resulting

500
0

trajectory (deviation from the centerline) and lateral
acceleration of the car, steered by the best-evolved SAF
1 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56 61 66 71 76 81

of driving agent, are shown in Figure 5. These results

# Generations

indicate that the best SAF of the non-latent (with zero
delay) driving agent, automatically developed via GP,

Fig.4. Fitness convergence characteristics of 20 independent

offers a good steering of the car in that exhibits a (i)

runs of GP. The dashed line represents the average of these

relatively quick (within a distance of 115m – from 275m

runs.

to 390m into the trial) yet oscillation-free return to the
centerline and (ii) followed by a precise drive in the
middle of the lane (from 390m to1132m into the trial).

evolved SAF converges 213 in about 40 generations of

The maximum value of the lateral acceleration (at about

GP.

275m into the trial) is also moderate – less than 10m/s2

The best evolved SAF is as shown below:
SAF =

𝜃(8−𝑦)
5(8+𝑑′)

-

(about 1g).

3𝜃+2𝑑+2𝑑′
16

(2)
4. Effects of the Delay of Agent’s Response on its

Where θ is the lateral acceleration, d and d’ are the

Steering Behavior

deviation from the center line and its derivative,

In this section we present the experimental results on the

respectively, and α is the angle between the central line of

characteristic changes in the steering behavior of the

track and longitudinal axis of the car. It is not uncommon

driving agent when various delays of its response are

that the solutions, obtained via GP are way too complex

introduced. The agent is required to drive the car at a

to be comprehended by human [5]. These solutions often

constant speed of 50 km/h in the middle of a sample test

lack the logic that the human engineer usually applies in

track, with delays of 100ms, 200ms, and 400ms

the usual top-down design. The presented best evolved

introduced separately in one of the three parts of the track

SAF in not an exception of this phenomenon – we are

according to following three tests cases (Figure 6): in

unable to explain precisely either why or how this SAF

the straight section of the track (Case #1), on the entry of
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Fig. 1 The dynamics of the steering angle, the resulting trajectory (deviation from the centerline) and
lateral acceleration of the car, steered by the best-evolved SAF of driving agent

Test Case #1

Test Case #2

Three test cases are considered:
 Case 1: Driving on a straight section
of the road
 Case 2: Entering a corner
 Case 3: Exiting a corner
In all three test cases, various delays
(100ms, 200ms, and 400ms) of response
of the driving agent are introduced for a
brief period of 2s. Before, and after this
period, the agent is controlled by
non-latent (with zero-delay) SAF.

Test Case #3

Fig. 6. Test track with three cases of an introduced delay of 100ms, 200ms and 400ms in the steering
response of the best-evolved driving agent’s SAF. In all three cases the delay is introduced for a
duration of 2s. Identically to the evolutionary setup, used to develop the SAF, the car is traveling at a
constant speed of 50km/h
the corner (Case #2) and on the exit of the same corner

the most typical – brief, transient – inadequacy of the

(Case #3). In all of these three test cases the delay is

cognitive load of the drivers. In addition, the chosen

introduced briefly for period of 2s. Such an experimental

duration of 2s is comparable to the typical duration of

setup represents “normal” driving conditions in that no

extreme – and most dangerous case – of cognitive

emergent reaction (e.g., braking or steering) of the driving

underload – microsleep. The typical duration of the latter

agent is required. The period of the introduced delay

is between 0.5s and 1.5s.

reflects our intension to model the delay that is caused by

In an attempt to bridge the inevitable reality gap that
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0 Delay
100ms Delay
200ms Delay

Steering angle, rad

0.1

400ms Delay

-0.05
-0.1

1
57
113
169
225
281
337
393
449
505
561
617
673
729
785
841
897
953
1009
1065
1121

0.05
0

10

Traveled Distance, m

0 Delay

Duration of
delayed
response

100ms Delay
200ms Delay
400ms Delay

5

0

-5

1
54
107
160
213
266
319
372
425
478
531
584
637
690
743
796
849
902
955
1008
1061
1114

0.15

Duration of
delayed
response

Lateral acceleration, m/sec2

0.2

Traveled Distance, m

-0.15
-10

-0.2

Fig.7. Dynamics of steering angle (left) and lateral acceleration (right) when a delay of 100ms, 200ms, and 400ms of steering
response is introduced for duration of 2s on the straight section of the road (test case #1)
10

0.1

0

-0.05
-0.1

-0.15

1
75
149
223
297
371
445
519
593
667
741
815
889
963
1037
1111
1185
1259
1333
1407
1481

0.05

Traveled Distance, m

Duration of
delayed
response

5

0
1
71
141
211
281
351
421
491
561
631
701
771
841
911
981
1051
1121
1191
1261
1331
1401
1471

Steering angle, rad

0.15

Duration of
delayed
response

Lateral acceleration, m/sec2

0.2

-5

-0.2

Traveled Distance, m

-10

Fig.8. Dynamics of steering angle (left) and lateral acceleration (right) when a delay of 100ms, 200ms, and 400ms of steering
response is introduced for duration of 2s on the entry of the turn (test case #2)
stems from the use of simulated, rather than real car and

cars [1]. No low-frequency noise is assumed on cornering,

driver, we modified the source code of TORCS in order

as these plays are bridged by the centripetal forces

to allow for the modeling of two types of steering noise: a

applied to the steering components of the car.

higher frequency (50Hz) random noise of 1 degree of

The experimental results of the effect of delay of 100ms,

steering angle, caused by the road irregularities

200ms, and 400ms of steering response, introduced for 2s

(micro-bumps) and vibrations of the rolling tires. These

on the straight section of the road (test case #1) are shown

cause instant variations of the rolling radii of all four

in Figure 7. As Figure 7 indicates, the delay in steering

wheels of the car, that, in turn, would result in a noisy

response causes a small (and independent on the amount

steering of the car. In addition, on the straight section of

of delay) – yet detectable from noise – oscillation in both
the steering angle and lateral acceleration. In the second

the road we model a lower frequency (1Hz) variations of

and third test cases (Figure 8 and Figure 9), the delay of

the steering angle, caused by the plays (and the resulting

steering response, introduced at the entry and exit of the

hysteresis) that normally exist in the joints linking the

turn causes a significant steering oscillations with an

components (steering shaft, gearbox, tie rods, knuckle

amplitude that increases with the increase of the amount

arms, kingpins, etc.) of the steering system of the road

of the introduced delay. These oscillations are well
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Duration
of delayed
response

0.2

10

0.1

-0.05

1
71
141
211
281
351
421
491
561
631
701
771
841
911
981
1051
1121
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1331
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1259
1333
1407
1481

Steering angle, rad

0.15

0
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Travel Distance

-0.15
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Fig.9. Dynamics of steering angle (left) and lateral acceleration (right) when a delay of 100ms, 200ms, and 400ms of steering
response is introduced for duration of 2s on the exit of the turn (test case #2)
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Virtual Sample Generation Mechanism for Driver Model Estimation
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Progress in fiscal 2015 year is reported for research subjects on statistical approach to mathematical driver model
estimation. The subjects are mainly based on the recent version of Minimum Classification Error (MCE) training, called
Large Geometric Margin Minimum Classification Error (LGM-MCE) training. The LGM-MCE training aims at the ideal
predictor model situation that corresponds to the Bayes risk condition, or in other words, the minimum classification error
probability condition, and its fundamental utility is proved in adequately approximating the goal (the Bayes-risk-based
predictor situation) with its mechanism of producing virtual samples around class decision boundaries in sample space.
In the term of 2015, this powerful training scheme is further extended in various directions including the class prediction
of variable length time series data, class prediction in nonlinearly expaned (often infinite dimension) feature space, and
the optimization (in terms of robustness to unseen samples) of predictor model sizes. In addition to these LGM-MCEtraining-based studies, an eﬀective adaptation scheme for predictors is investigated using a hybrid predictor that consists
of Deep Neural Network front-end and Hidden Markov Model back-end. Also, apart from the ideal but slightly unrealistic
pursuit of the Bayes risk condition, a training using a composite loss is studied for imbalanced data prediction.

Key words ： Machine learning, pattern recognition, kernl method, neural networks.
キーワード ： 機械学習, パターン認識, カーネル法，ニューラルネットワーク．

ドライバモデル仮想標本生成メカニズム
片桐 滋, 大崎 美穂

1

はじめに

階で利用可能なデータは，せいぜいでも有限である．推
定されたモデルが実際にヒューマンドライバを支援する

数理的ドライバモデル，即ち，知覚的な多次元時系列

利用（予測）段階において，その数理モデルは不可避的

信号を入力とし，ステアリングやブレーキ，アクセルな

に，開発段階には使用できなかった未知（しかも膨大な）

どの制御信号，あるいは環境認識や行動判断を出力とす

データに対処せざるを得ない．こうした状況は，全ての

る，予測器（パターン認識器でもある）の正確な推定を

ヒューマンドライバからデータを得ることも，全ての運

目指して，統計的及び学習理論に基づくアプローチの研

転状況（天候や路上における他車あるいは歩行者との相

究を進めてきた．

対的関係）のデータを観測することも非現実的であるこ

数理的ドライバモデルの推定は，なんらかの入出力

とから容易に想像できる．従って，モデル開発における

データを基に行われる．原理的に，そのデータの量が多

最重要な課題の 1 つは，有限のデータを用いて高い未知

ければ多いほど，モデルの推定精度は高まることが期待

標本耐性（未知標本データに対して高い精度の予測を行

される．しかし，モデルの開発（推定あるいは学習）段
* Department of Information System Design,Faculty of Science and Engineering,Doshisha University, Kyoto
Telephone : +81-774-65-7567,E-mail : skatagir@mail.doshisha.ac.jp,mohsaki@mail.doshisha.ac.jp
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う性質）を持つ数理的ドライバモデルを推定することと

であるベイズリスク状態の探究とは異なる，実際的損失

なる．未観測のデータに対処するためには，手持ちの有

（モデル推定の評価基準）の最小化を目指すカーネル型

限データと未来のデータとの間の溝を埋めるなんらかの

予測器を用いた研究 14,

15, 16)

データ，まさに仮想標本データが必要となる．望まれる

続性の観点から，今期の研究は主にそれ以前から用いて

学習手順は，適切な仮想標本データの生成メカニズムを

きたデータを用いて行った．しかし，得られた成果は，

有していなければならない．

そのデータ種に特に依存するものではなく，数理的ドラ

も行った．研究実験の継

イバモデルの推定に，ほぼそのまま適用可能なものと考

上記の立場から，報告者らは主に，報告者ら自身が開

えている．

発した大幾何マージン最小分類誤り（LGM-MCE: Large

Geometric Margin Minimum Classification Error）学習
法 1) を軸とした研究を進めてきた．この LGM-MCE 学

2

習法は，それが持つ仮想標本生成メカニズムに助けられ
2)

大幾何マージンモデル推定

本研究の多くは，LGM-MCE 学習法を基盤としてい

，統計的アプローチにおけるクラス予測器にとっての

る 1) ．これは，有限の訓練標本を用いて予測器モデルを

究極の目標状態であるベイズリスク状態（最小分類誤り

推定する際に，予測器出力であるクラス判断境界を訓練

確率状態）に一貫する形で，基本的には任意の形式の予

標本からできるだけ遠ざける，つまり幾何マージンを大

測器クラスモデルの最適化を目指すことができる．固定

きくする（予測器モデルを有限の学習用データに過剰適

次元のベクトルパターンを用いた予備的実験によって，

応させない）ことで，予測器出力の未知標本耐性を向上

その有用性は実証されている 1) ．しかしながら，ドライ

させることができるからである．

バモデルの入力の多くは，センサデータやカメラデータ

J ラスのクラス予測課題が与えられているものとす

などの時系列データであり，手法の有用性はそうした時

る．入力 x に対する予測器のクラス j（Cj ）に関する出

系列データ等も用いて行われるべきである．また，
（ク

力（識別関数）を gj (x; Λ)（j = 1, · · · , J ）とするとき，

ラスモデルの最適化に伴う）未知標本耐性の支配要素

課題は

は多岐にわたり，しかもそれらは複雑にからみあってい
る．これまでの LGM-MCE 学習法に関する評価実験で

C(x) = Ck

iﬀ Ck = arg max{gj (x; Λ)}
j

は，LGM-MCE 法の高い性能を得るためには，そうし

(1)

た支配要素の一部を適切に設定するために先験的ある

のように定形化される．ここで x は，固定次元のベクト

いは経験的知識が必要とされていた．誰もが容易に利用

ルパターン x や長さ T の可変長の時系列パターン（T

できる高未知標本耐性型モデル推定法を実現するため，

個の固定次元ベクトルから成るベクトル系列）xT1 など
の任意の合理的なパターン標本である．また C(·) はク

LGM-MCE 学習法は一層の拡張や改良が必要であった．

ラス予測判断（オペレータ）であり，Λ は予測器の（推

こうして今期は，LGM-MCE 学習法を時系列データ
のクラス予測に適用するための改良 3,

4, 5)

定あるいは学習，最適化の対象となる）クラスモデルで

や，LGM-

ある．

MCE 学習法の一層のクラス予測精度の向上を目指した

特徴的なことに，LGM-MCE 学習法は，この予測判

カーネル法の導入 6) ，LGM-MCE 学習法を用いて，未

断を関数形式の誤分類尺度として表現する．その尺度は

知標本耐性向上に決定的な影響を持つクラスモデルサイ
ズの最適化法の構築に関する研究 7,

8)

まず，Cy に属する x に対して

を行った．また，

dy (x; Λ) = −gy (x; Λ) + max gj (x; Λ),

LGM-MCE 学習法とは異なる軸にありながらも，高い

j,j̸=y

未知標本耐性を持つクラス予測に LGM-MCE 法と同等

と定義され（後出の尺度との区別のため，関数マージン

あるいはそれ以上に重要な役割を果たす適応学習に関し

（FM: Functional Margin）型誤分類尺度と呼ぶ），続

て，深層ニューラルネットワーク（DNN: Deep Neural

Network）を用いた研究 9,

10, 11, 12, 13)

(2)

いて一般の識別関数に対して定義された幾何マージン r

も行った．開発

（図 1 参照）を用いて

段階で利用可能なデータの有限性に直面するとき，クラ
ス間のデータ量の偏りの問題にも対処する必要が生じ

Dy (x; Λ) =

る．この問題に対しても，クラス予測問題の究極の目標
66

dy (x; Λ)
||∇x dy (x; Λ)||

≈ −r

(3)

3

大幾何マージン最小分類誤り学習法を用いる時系列
データのクラス予測

3.1

概要及び定式化

Fig. 1. 一般的な識別関数のための幾何マージンの概念.
文献 [1] から転載.

Fig. 3. 3 状態-2 プロトタイプから成る状態遷移型モデ
ルを用いて長いセグメントのためのモデルを構成する概
念図. 文献 [4] から転載.
ドライバモデル推定課題の周辺にも数多く登場する各
種センサの時系列データへの利用を可能とすべく，LGM-

MCE 学習法は，本研究プロジェクトの初年度において

Fig. 2. 平滑な分類誤り数損失. 図中横軸は dy の関数
マージン型誤分類尺度となっているが, 幾何マージン型
誤分類尺度 Dy の場合も, 全く同様に定義される. また
m̂ は各分類判断に伴う判断の確からしさを表す量で，そ
の最小値が幾何マージン r に等しい. 文献 [1] から転載.

初めて，可変長時系列パターン用に定式化された 3) ．幾
何マージンがそもそもユークリッド距離に基づいている
ことからも容易に予想できるように，ある一定の次元を
もつパターン空間を定めることができない可変長時系
列パターンを入力とする予測器に幾何マージンを導入す

と定義される（関数マージン型との対比で幾何マージン

ることは容易ではない．この問題に対し，この定式化に

型誤分類尺度と呼ばれることもある）．ここで，r は，図

おいては，入力パターンで決まる部分空間において幾何

1 に見られるように，クラス境界（太線）に最近傍のパ

マージンを定義し，またそのマージンを，入力時系列と

∗

ターン標本 x̄ と境界との距離である．図中 x は，x̄ か

モデルの間の（動的計画法に基づく）動的時間軸伸縮に

ら境界におろした垂線と境界との交点である．なお，図

よって得られる最小累積距離によって近似する手法を採

は 2 次元のベクトル空間を想定して描かれている．

用した．

誤分類尺度は，関数マージン型あるいは幾何マージン

可変長パターンに対するクラス帰属度，即ち識別関数

型の選択にかかわらず，その正値が誤分類判断を，負値

の値を求めるための予測器クラスモデルの型には様々な

が正分類判断を表す．LGM-MCE 学習は，図 2 に示す

可能性があるが，上記の定式化 3) に始まる一連の研究で

平滑な分類誤り数損失を用いて，学習用データ上におけ

は，図 3 に示す状態遷移モデルを用いた．各クラスのモ

る経験的平均損失の最小化を行う．図 2 に示すように，

デルは，クラスよりも小さなセグメント（分節）に対す

尺度の負の領域に現れる分類判断に伴う距離 m̂ は幾何

るクラス，即ちサブクラス単位に定義される状態遷移モ

マージンに対応する量を表す．x が固定次元ベクトルパ

デル（図中の 3 状態-2 プロトタイプモデル）を連結する

ターンの場合，誤分類尺度が 1 次元の量であるにもかか

ことで構成する．図から容易に理解できるように，この

わらず，この尺度上に現れる距離 m̂ はそのパターンベ

モデルは “左-右” 型隠れマルコフモデル（HMM: Hidden

クトル空間における幾何学的距離に等しいことが示され

Markov Model）と基本的に同じである．HMM に混合

ている．従って，平滑な分類誤り数損失の最小化を目指

ガウス分布型があるように，入力ベクトル系列に対する

す予測器クラスモデル Λ の更新（学習）
（更新に伴う図

モデル化力を高めるため，このモデルの各状態には複数

2 の横軸に沿った左側への移動）は，損失の最小化と幾

のプロトタイプ（参照ベクトル）が割り付けられる．

何マージンの最大化を同時に目指すことになる．

図 3 に示すような状態遷移モデルをクラスモデルとす
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る場合，可変長時系列パターン xT1 を入力として，Cj に

Table 1. FM-MCE 学習法と LGM-MCE 学習法の比
較. 表中の値は単語クラス予測の正解率で, 単位は%. 文
献 [4] から転載.

対する識別関数は，

gj (xT1 ; Λ) = −

T
∑

φ

,θ

j,t j,t
∥2 ,
∥ xt − ri(φ
j,t ,θj,t ,t)

(4)

t=1

Training
Testing

のように与えられる．ここで，xt は，長さ T の入力ベク

FM-MCE
98.80
95.89

LGM-MCE
98.07
96.65

トル系列中の t 番目の特徴ベクトルである．φj,t と θj,t
φ

,θ

j,t j,t
を入力中の特徴
はそれぞれ，プロトタイプ ri(φ
j,t ,θj,t ,t)

ベクトル xt に最小累積距離経路に沿って対応づける，サ

∇rh,s gj (xT1 ; Λ(τ ) ) = −2

ブクラス指標と状態指標である．また，各状態に割り付

i

(
)(
)
h,s(τ )
× δ i(h, s, t) − i xt − ri
,

状態 θj,t における識別関数値を決定するプロトタイプ指




1
(for j = k),


T
(τ )
ρk,j (x1 ; Λ ) = −1 (for j = k ∗ ),



0
(for j =
̸ k, k ∗ ),

標，即ち xt に対する最近傍プロトタイプは，サブクラス

h の状態 s に対して i(h, s, t) = arg minIi=1 ∥ xt − rh,s
∥2
i
のように決定される最近傍プロトタイプ指標 i(h, s, t) を
用いて決定される．
*

に基づく

LGM-MCE 学習手順に反映させ，次のような（SGD に
おける第 τ ステップ用の）予測器クラスモデル（プロト

3.2

タイプ）の更新式が得られる 4) ．個々の研究成果の詳細

×

J
∑

の各クラスの標本は，その半分をクラスモデルの最適化，
即ち学習に用い，残りの半分を未知データ上の評価に対

{ ∂D (xT ; Λ(τ ) )
′
k
1
− ϵτ ℓk (xT1 ; Λ(τ ) )
∂dk (xT1 ; Λ(τ ) )

応する試験に用いた．
各標本は 26 次元の特徴ベクトルの系列として表され

ρk,j (xT1 ; Λ(τ ) )∇rh,s gj (xT1 ; Λ(τ ) )

た．それぞの長さは標本によって異なる，まさに可変長

i

j=1

+

}
∂Dk (xT1 ; Λ(τ ) )
(τ )
∇
)
,
h,s N (Λ
ri
∂N (Λ(τ ) )

評価実験１

数は 492 で，各クラスの標本数は 20 であった．これら

（h = 1, ..., H; s = 1, ..., S; i = 1, ..., Ih,s ）に対して
h,s(τ )

(9)

ETL-WD-I を用いたクラス予測実験を行った．クラス

であるため，ここに記載しておく．各プロトタイプ rih,s

= ri

(8)

能を評価するため，まず，孤立発話単語データセット

のクラス予測に広く適用可能な新しい学習アルゴリズム

h,s(τ +1)


1 (for q = 0),
δ(q) =
0 (for q ̸= 0).

(7)

導出した時系列パターン用の LGM-MCE 学習法の性

を紹介することは本稿の目的ではないが，時系列データ

ri

δ(φj,t − h)δ(θj,t − s)

t=1

けられるプロトタイプの数を I とし，サブモデル φj,t の

式（4）の定義を忠実に，確率的降下法

T
∑

であった．

(5)

表 1 に，式（2）中の FM 型誤分類尺度を用いる最

となる．なおここで，H は各クラスを構成するサブク

小分類誤り（FM-MCE: Functional Margin Minimum

ラスの数であり，S は各サブクラスを構成する状態の数

Classification Error）学習法と LGM-MCE 学習法との

である．各変数の右肩の (τ ) は，第 τ ステップにおけ

クラス予測における性能（単語クラス予測正解率）比較

る変数の状態を意味している．式（5）中の N (Λ(τ ) ) と

結果を示す．表中，“FM-MCE” と “LGM-MCE” はそ

∇rh,s gj (xT1 ; Λ(τ ) )，ρk,j (xT1 ; Λ(τ ) ) はそれぞれ以下のよ

れぞれの学習法を，“Training” と “Testing” はそれぞれ

i

学習用データ上の結果と試験用データ上の結果を示して

うに定義される．

いる．表から，LGM-MCE 学習法は，その母体でもあ
る FM-MCE 学習法と比べ，学習データ上のクラス予測

(τ )

N (Λ )
v
u T
u∑
φ ,θ
=2t
∥ r k,t k,t

i(φk,t ,θk,t ,t)

精度が低く，その一方で試験データ上の予測精度が高い
(τ )

−

(τ )
φk∗ ,t ,θk∗ ,t
ri(φ
k∗ ,t ,θk∗ ,t ,t)

∥2 ,

(6)

ことがわかる．定式化が目指した通り，LGM-MCE 学

t=1

∗

この適応型最適化手順の英語名は，元々Probabilistic Descent 法
であったが，最近の DNN 研究の分野では Stochastic Gradient
Descent（SGD）法と呼ばれることが多く，本稿ではこの SGD
を呼称として採用する．

習法は，学習用データに過剰適応せずに，高い未知標本
耐性を達成していることが示されている．
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劣り，その一方で試験用データ上では明確に勝っている．

Table 2. FM-MCE 学習法と LGM-MCE 学習法の比較
及び SGD と RPROP の比較. 数値は単語クラス予測正
解率で, 単位は%. 文献 [5] から転載.
SGD
RPROP
FM LGM
FM
LGM
Training
99.93 99.95
99.86
99.85
Testing
92.06 93.46
90.80
92.61

ここでも，未知標本耐性の獲得に関して，LGM-MCE 学
習法が従来法である FM-MCE 法よりも優れていること
がわかる．しかしその一方，RPROP 法の結果は，SGD
法よりも若干低下するにとどまっていた．扱い易い一方
で達成精度に限界があるのか，あるいは改良の余地が残
されているのか，RPROP 法に関しては今後の検討が必
要である．

3.3

評価実験２

4

LGM-MCE 学習法も例外でなく，多くのモデル学習
法は，学習の進行を制御するパラメータ，即ちハイパー

カーネル最小分類誤り学習法を用いる小規模予測器
の実現

パラメータを持つ．ハイパーパラメータは，予測の実行

4.1

時には用いられず，基本的に学習時のみに登場するに過

クラス予測問題におけるクラスモデル最適化の目標が

ぎないが，例えば LGM-MCE 学習法における分類誤り

ベイズリスクの達成にあることを述べた．このアプロー

数損失の平滑度や SGD 法における学習係数（式（5）に

チは，クラス予測判断に元々誤りが含まれることを受け

おける ϵτ ）などのように，学習結果に大きく影響する

入れ，クラスモデルを調整することでその誤りの最小状

一方で，豊富な経験や繰り返し実験によって慎重に設定

態に相当するクラスモデル状態の発見を目指す．ここで

されるべきものが多い．第 1 節で述べたように “誰もが

重要なことに，クラスモデルの最適化は，ベイズリスク

容易に利用できる高未知標本耐性型モデル推定法” の実

そのものを小さくはできないのである．

概要

現を目指すとき，このような扱いが困難なハイパーパラ

人間の知覚機構は，極めて高い未知標本耐性を持つ高

メータは出来るだけ削減するか，その最適設定の自動化

精度なクラス予測器の 1 つである．人は，様々な視覚的

が望まれる．

オブジェクトが多数存在する環境において各オブジェク

上記の問題意識を持って，SGD 法における学習係数

トを正確に見分け，滑らかに発話される母語音声を正確

を用いずに損失最小化を行うことができる RPROP 法を

に聞き取る．初めて見るものさえも聞くものさえも正確

LGM-MCE 学習法に導入した

5)

．RPROP 法は，SGD

に把握する．こうした人の知覚に伴うベイズリスクは極

法が用いる損失勾配の値に代えて，損失勾配の符号のみ

めて小さいように見受けられる．しかし，闇夜における

を利用し，学習係数の慎重な設定を不要とする．

見分けが難しく，騒音の中の聞き取りが難しいように，

導入した RPROP 法に基づく LGM-MCE 学習法の効
果を検証することに加え，先行実験

4)

知覚器の入力が正確な予測に必要な特徴を失うとき，人

の規模を大きくす

の知覚に伴うベイズリスクも増大する．正確で頑健な，

ることでより高い信頼性を持つ評価結果を得るため，孤

即ち高い未知標本耐性を持つクラス予測には，予測器の

立発話単語データセット ETL-WD-I 及び ETL-WD-II

入力そのものが正確な予測に必要な特徴を備えていなけ

を用いたクラス予測実験を行った．クラス数は 984 で

ればならないのである．

あった．各クラスの標本数や各標本のデータ表現形式

多くの場合，パターン標本は固定次元特徴ベクトル空

は，上記の先行実験と同様であった．なお，データは，

間の点として与えられる．また，固定次元のベクトル列

その 3/10 を学習用に，残りの 7/10 を試験用に分割し

として表現されるとき，可変長時系列パターンはその

て用いた．

特徴ベクトル空間中の曲線となる．長さあるいは次元数

表 2 に，この 984 クラスの予測実験結果を示す．表中，

の可変性にかかわらず，パターン標本は基本的に固定次

“SGD” と “RPROP” はそれぞれ対応する最適化法を，

元のベクトル空間中の点，あるいはその軌跡として扱う

また “FM” と “LGM” はそれぞれ FM-MCE 学習法と

ことができる．もしこのベクトル空間がクラス予測に適

LGM-MCE 学習法を示す．SGD 法と RPROP 法のいず

した広がり（あるいは性質）をもっていたならば，予測

れにおいても，LGM-MCE 学習法は FM-MCE 学習法

精度は高まり，また予測判断は頑健であるに違いない．

と比べ，学習用データ上の分類精度はほぼ等しいかやや

しかし一般には，ベクトルの各要素は，センサなどに
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よって得られる実観測値であったり，比較的単純な計算

Table 3. MSVM 法と KMCE 学習法の比較. 右側 4 列
の数値はクラス予測正解率で, 単位は%. 文献 [6] から転
載（表現形式を若干変更）.
MSVM
KMCE
T
Size
Closed Open
Closed Open
786
99.80 82.88
99.90 83.07
0.1 682
99.80 82.80
99.90 83.03
0.2 575
95.90 78.80
100.0 82.87
0.3 479
91.10 74.08
99.90 82.76
0.4 391
81.50 66.46
99.70 82.49
0.5 330
73.00 58.86
99.60 82.32
0.6 273
64.00 52.73
99.40 81.92

によって加工されたその変換値であり，予測判断に適す
るようにベクトル空間全体を変換することは必ずしも容
易ではない．
上記の問題に対する有力なアプローチとして，近年，
非線形関数を用いて入力パターンベクトルを極めて高い
次元，しばしば無限次元の特徴空間に写像するカーネル
法が注目を集めている．式（1）のクラス予測問題にお
いて，このカーネル法の代表であるサポートベクターマ
シン（SVM: Support Vector Machine）** の識別関数は

gj (x; Λ) = wj · ϕ(x)

(10)

のように与えられる．ここで ϕ(·) はカーネルによって

最小状態は，頑健で高精度なクラス予測の観点で必ず

陰に定義される非線形写像関数であり，例えば無限次元

しも最良とは限らない．この問題点に着目し，報告者ら

空間に写像するような関数を考える場合にはその計算は

は，MSVM 法で学習された式（11）の重み {τn,j } とサ

極めて難しく，実際，現実の計算手続きにはほぼ登場す

ポートベクター {xn } を学習対象モデルパラメータとす

ることはない．また wj は重みベクトルである．カーネ

る LGM-MCE 学習法，カーネル最小分類誤り（KMCE:

ルトリックと呼ばれる効率的な計算手順の恩恵を受け，

Kernel Minimum Classification Error）法 17) に焦点を

式（10）は

合わせ，今期その有用性の実験的検証を行った 6) ．

gj (x; Λ) =

N
∑

τn,j K(x, xn )

KMCE 学習法の MSVM 法に対する際立った特長は，

(11)

学習標本に対する重み係数のみならず，カーネルの位置

n=1

（実質的にプロトタイプと見做すことができる）をも最

の，現実的に計算が可能な形式に変換される．ここで xn

適化できる点にある．MSVM 法が学習標本を全て記憶

は N 個の学習標本 {xn }N
n=1 であり，τn,j は Cj 用の xn

する最近傍法的な動作をするのに対し，KMCE 法は学

に対応する重み係数，K(x, xn ) は xn に対応するカー

習標本を代表する（クラスタリングなどによって得られ

ネルである．カーネルの出力に関し，式（11）の識別関

る少数の）プロトタイプ型手法として動作する．このと

数は線形である．

き，カーネル位置を最適化することによって，全学習標

MSVM の学習は，スラック変数も援用して，個々の

本あるいはそこから得られる（一般に多数の）サポート

学習用標本に対するヒンジ損失から構成される経験的平

ベクターがもたらす予測力に匹敵する高い予測力を少数

均損失の最小化を行う．その結果，重みベクトル τn =

のカーネルとその重みのみで達成できる可能性がある．

{τn,j } の中に τn ̸= 0 となる重み係数と τn = 0 となる

評価実験

重み係数とが生成される．後者に応する学習標本は識別

4.2

関数の値に貢献せず，前者のみが識別関数値の決定に関

表 3 は，式（11）をまず MSVM 法で初期化し，その

与する．この関与する学習標本が，いわゆるサポートベ

後重み係数とカーネル位置とを KMCE 学習法で追加的

クターである．

に学習を行った比較結果を示している．なお表中の値は

仮に写像された特徴空間が線形分離可能であれば，上

いずれも試験データ上で得られたクラス予測正解率の最

述の MSVM 学習は幾何マージンを最大とする線形クラ

高値である．用いたデータは，26 クラスのクラス予測

ス境界をもたらす．しかしながら，たとえ無限次元の空

を課題とする 16 次元のベクトルパターン群である．学

間に写像されても，多くの現実のパターンデータは線

習に 1000 個の標本を用い，試験に 19000 個の標本を用

形分離可能になるとは限らない．その現実において，ベ

いた．表中，“MSVM” と “KMCE” はそれぞれその名

イズリスクの状態とは一貫性をもたないヒンジ損失の

が示す学習法の結果を示し，“Size” はクラスモデルの規

∗∗

模に相当するカーネル（あるいはプロトタイプ）の数を

多くの場合 2 クラス用に定義される SVM が用いられるが，報告
者らは通常多クラス用の Multi-class Support Vector Machine
(MSVM) を用いている．本稿の SVM はこの MSVM である．
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示す．また，“Closed” と “Open” はそれぞれ，学習デー

5

タ上と試験データ上のクラス予測精度を示している．T
は，重みベクトルのノルムに関する閾値であり，サポー

大幾何マージン最小分類誤り学習法を用いる予測器
モデルサイズの最適化

5.1

トベクターを削減する際に用いた（後に詳述する）．

ベイズリスクの推定を通した予測器モデルサイ
ズの最適化

2014 年度の報告書でも触れたように，予測器の学習
におけるデータ利用の理想形は，利用可能なデータを学
まず，MSVM 法によって初期化された（得られたサ

習用と試験用とに 2 分割することと考えている．即ち，

ポートベクターをそのまま用いた）予測器の性能と，そ

ハイパーパラメータの最適化に広く用いられている（実

のサポートベクターをそのまま用いて重みのみを KMCE

際のところ，デファクトスタンダードになっている）検

法で追加学習して得られた予測器の性能を比較する（表

証用データの利用は回避されるべきものと考えている．

中最上段．ここで T は用いていない．
）．学習標本数は

この理想に近づくためには，まず，検証用データを用い

1000 であったが，その大部分である 786 個がサポート

ずともハイパーパラメータを最適化する手法を構築しな

ベクターとして用いられていることがわかる．MSVM

ければならない．

法の高い予測性能は，この多数のサポートベクターの

ハイパーパラメータの中でも最も直接的に未知標本耐

存在に拠るところが大きいと考えられるが，学習データ

性に影響する予測器のクラスモデルサイズ（例えばプロ

上ではほぼ完全なクラス予測精度を達成している．しか

トタイプの数など）を対象として，検証用データを用い

しその一方で，試験データに対しては 83% 程度にとど

ずにモデルサイズの最適化を実現する手法の研究を進め

まっている．これに対し，KMCE 法による追加学習は，

てきた 7) ．手法は，LGM-MCE 学習法の基盤となって

若干ずつではあるものの，学習データ上でも試験データ

いる幾何マージンの，特に誤分類尺度の正の領域におけ

上でも予測精度の改善をもたらしている．ヒンジ損失に

る幾何マージン値，言い換えれば誤分類判断に伴う幾何

代えて分類誤り数損失を用いた効果によるものと考えら

マージン値を利用して学習が学習データに過剰適応しな

れる．

いモデルサイズを探し出すことを目指す．これは，与え
られた特徴空間におけるベイズリスクの存在を受け入れ，
その推定を経由して適切なモデルサイズを決定しようと

次に，閾値 T を用いて，識別関数値の決定にあまり寄

するものである．今期は，本アプローチの基本的な枠組

与しないカーネル（あるいはプロトタイプ）を削減した

みを構築し，種々のデータを用いた分析的あるいは予備

場合の両学習法の比較を行った．閾値を 0.1 刻みで変化

的な実験を通して，構想の展開可能性を検証した 7) ．

することによって，初め 786 個あったカーネルを 276 個

5.2

まで削減させた．削減後，MSVM 法も KMCE 法も再度，

◆ 手法の概要

追加的な学習を行った（この追加学習をしない MSVM

前小節の，挑戦的とも見える 2 分割アプローチと並

法の結果は表中のそれよりも著しく劣っていた）．表か

行して，モデルサイズの最適化に検証用データを用い

ら，モデルサイズの減少に伴い，MSVM 学習法が急激

るアプローチについても検討を進めてきた

にその性能を低下させる一方で，KMCE 学習法はほと

データばかりか検証用データへの過剰適応を回避し易い

んど性能を低下させないことがわかる．

LGM-MCE 学習法は，ここでも手法の骨格をなしてい

検証データを用いる予測器モデルサイズの最適化

8)

．学習用

る．本アプローチの処理手順を図 4 に示す．モデルは必
ずしもプロトタイプ型である必要はないが，幾何マージ
ンとの関係が明確であること等を考慮し，特にプロトタ

こうした実験の結果，以前から問題視されていた

イプ型クラスモデルを用いて実験を行った．

(M)SVM 法のスケーラビリティの問題の深刻さの再確
認と，KMCE 法がその改善に大きな効果を持ち得るこ

プロトタイプ数の最適化手順は，まず，各クラスにお

とが明らかとなった．メモリ容量や計算能力に制約が多

いて，それぞれの学習用標本の平均を求め，その平均（ベ

い車載機器等への利用を考えるとき，この KMCE 学習

クトル）をプロトタイプとして設定する（図中の【初期

法の特質は有望であるように考えられる．

化】に対応）．次に，このプロトタイプを用いて学習用
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Fig. 5. 最適なプロトタイプ数を選定するためのステー
ジ進行に伴うクラス予測（分類）正解率の変化の例. 文
献 [8] から転載.

対象クラスにプロトタイプを追加する際，様々な追加

Fig. 4. クラスモデルサイズ（プロトタイプ数）の自動
的最適化法の処理の概要. 文献 [8] から転載.

法を考えることができる．分類が困難なクラスに関する
分類精度を向上させるためには，対応するクラス境界付
近にある学習用標本そのものをクラスモデルに取り込

標本上で LGM-MCE 学習を行う．この LGM-MCE 学

む方策が考えられる．この点に注目し，対象クラスから

習には，平滑な分類誤り数損失の平滑度制御係数 α や

最小幾何マージンを持つ学習用標本を追加する方法（以

その損失の最小化を行う SGD 法における学習係数など

下，MM（Minimum margin）法と略記）と，対象クラ

のハイパーパラメータがあり，その最適化も検証用標本

スの中で分類精度向上に最も貢献する学習用標本を追加

上で行う．従って，学習用標本上の LGM-MCE 学習は，

する方法（以下，CA（Classification accuracy）法と略

これらのハイパーパラメータに異なる値を設定する毎に

記），さらに対象クラスの学習用標本のクラスタリング

繰り返す．そして，この複数回の LGM-MCE 学習の結

（K 平均法など）によって得られるプロトタイプによっ

果から，検証用標本上で最も高い分類精度をもたらす結

て学習済みのプロトタイプを入れ替える方法（以下，CL

果，すなわちプロトタイプの状態を最初の LGM-MCE

（Clustering）法と略記）との 3 種を検討した．最後の

学習の学習結果とする．

CL 法は，追加されるプロトタイプが特定の学習標本に
過度に依存することを避けるために考案した．

続いて手続きは，学習後のプロトタイプを用いた学習
用標本群の分類を行い，分類結果のクラス別の傾向を示

こうして全ステージを実行した後，検証用標本に対し

す混同行列を求める．この行列から，高精度の分類が困

て最も高い分類精度を達成したプロトタイプ群の数を

難なクラス，すなわち高精度な分類を行うにはプロトタ

最適なプロトタイプ数として選択する．このとき，選択

イプ数が不足しているクラスを洗い出す．選定されたク

されたプロトタイプ自身，既に検証用標本上で高い精度

ラス（以下，対象クラス）にプロトタイプを 1 つ追加し，

をもつ望ましい状態にある．しかし，前述のように，計

初期段階と同様の LGM-MCE 学習の繰り返しと，検証

算量を抑えるためにハイパーパラメータの調査回数を制

用標本を用いたその学習結果の決定を行う．そして，こ

限しており，より入念な調査によってさらに高い性能を

のプロトタイプの追加と LGM-MCE 学習の繰り返しを，

獲得できる余地がある．従って，この選択されたプロト

検証用標本上の分類精度に関する学習停止条件（図中の

タイプ群は，図中最後の LGM-MCE 学習に供し，ハイ

【追加終了判定】）が満足されるまで継続する．なお便利

パーパラメータの追加的調整を行った上で最終の結果に
置き換えた．

のため，プロトタイプを 1 つ追加する毎に行われる一連
の処理（LGM-MCE 学習の繰り返しも含む）をステー

◆ 評価実験

ジと呼ぶ．図 4 中の 1 回のループがこの 1 つのステージ

図 5 は，ステージ進行と共に変化する検証用標本上の

に相当する．

クラス予測精度の変化の例（青い曲線）を示している．
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図中の横軸は，クラス数で正規化された平均的なプロト

Table 4. 検証データに LGM-MCE 法を適用して予測
器モデルサイズを最適化する手法に関するクラス予測性
能の比較. 数値は予測正解率で単位は%. 文献 [8] から
転載.

タイプ数（クラス数で正規化されたステージ番号に等し
い）である．図は，あるプロトタイプ数（図中の 5 付近）
まではプロトタイプが増えるにつれ予測正解率が増え，
それを越すとプロトタイプの増加とともに予測正解率が
低下する様子がわかる．これは，プロトタイプが増える

従来法 1
従来法 2
従来法 3
従来法 4
従来法 5
従来法 6
従来法 7
従来法 8
従来法 9
従来法 10
CL 法
クラスタリング
MM 法
AC 法

ことで学習用標本に過適応する一方で未知の検証用標本
に対する精度を落とす，典型的な未知標本耐性の低下の
例に他ならない．図の結果は，未知標本に対して頑健な
プロトタイプ数を得るため，こうした曲線の最大値を求
め，それに対応するプロトタイプ数を解とすることの妥
当性を示している．
表 4 は，先にも用いた 26 クラスの予測課題のデータ
を用いて行った比較実験の結果をまとめている．そこで

20000 個の標本は，1000 個の学習用と，95000 個の試験
用，95000 個の検証用とに分割した．表中，“Closed” と

“Validation”，“Open” は，それぞれ学習用データ上の

Closed
88.9
93.7
96.3
97.2
98.0
98.7
98.7
98.9
97.8
99.2
99.9
100
100
100

Validation
75.6
79.7
80.8
80.5
81.1
81.1
80.3
80.0
80.4
79.9
82.4
77.0
80.9
80.9

Open
74.9
79.1
80.5
80.1
81.0
80.8
80.5
79.5
79.7
79.9
81.7
76.5
80.4
81.0

結果と検証用データ上の結果，試験用データ上の結果を
指す．また，従来法とは，全クラスに共通に一定数のプ
ロトタイプ数を設定する手法を指す．例えば，“従来法

一方，3 種の提案手法（CL 法と MM 法，AC 法）は，

1” は各クラスに 1 個のプロトタイプを設定したもので

いずれも学習用標本に対して 99.9% あるいは 100% の

あり，“従来法 10” は各クラスに 10 個のプロトタイプ

予測正解率を示している．対象クラスの選定において，

を設定したものである．本来，クラス毎に必要なプロト

予測が困難なクラスを選定する段階がほぼ終了したか，

タイプ数は異なるはずであり，このような一定数の設定

あるいは終了した上でクラス内歪が最も大きなクラスが

は基本的に望ましくないことが予想される．また，“CL

選定されたことになる．それぞれの検証用標本上，ある

法” と “MM 法”，“AC 法” のそれぞれは，先述した，プ

いは試験用未知標本上の結果を見ると，K 平均法を用い

ロトタイプの追加法の違いに基づく提案手法のサブバー

る提案追加法（CL 法）は，いずれの標本セットにおい

ジョンである．最後に “クラスタリング” は，提案手法

ても従来法の最良値を上回る優れた結果を出している．

の 1 つである “CL 法” において LGM-MCE 学習を行わ

また，MM 法も AC 法も，従来法における最良値にほぼ

ず，K 平均法によるクラスタリングのみによってプロト

匹敵する高い予測正解率を示している．これらの結果か

タイプを求めたものである．

ら，提案したモデルサイズの自動的最適化法は，対象ク
ラスへのプロトタイプ追加法（3 種のサブバージョン）

表中の結果は，それぞれの手法の特性を明確に示して

にあまり影響されずに，まさに自動的かつ安定的に従来

いるように見受けられる．

法による最高の予測精度に匹敵する結果を導いていると

まず，従来手法は，プロトタイプを増やすにつれ，学

判断することができる．

習用標本上の予測正解率（Closed）をほぼ単調に増加さ
せ，その一方で，検証用標本に対する予測正解率（Val-

図 6 に，提案法の 1 つである CL 法で得られた各クラ

idation）と試験用標本に対する予測正解率（Open）は

スのプロトタイプの数を示す．26 クラスの平均プロト

プロトタイプ数を 5 とする場合をピークにその前段では

タイプ数は 5.77 であった（合計数では，高い予測精度

ほぼ単調に増加，その後段ではほぼ単調に減少させてい

を達成した従来法 5 あるいは従来法 6 に近い）が，クラ

る．前半はプロトタイプが少な過ぎることによる表現力

ス毎にかなり異なる数のプロトタイプ数が選定されてい

不足の状態に，後半はプロトタイプが多過ぎることによ

る．こうした結果は，必要（高い予測精度を得るための

る過学習の状態に対応しているように考えられる．

必要性）に応じてクラス毎に選定されたプロトタイプ数
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に登場するデータに適応させる適応型アプローチが見え
てくる．これは，ある状況において入手可能な有限個の
標本を用いて学習した予測器を，異なる状況において新
たに入手可能となった有限の（望ましくは少量の）標本
を用いて適応させるものと見做すこともでき，無限個の
標本の観測が極めて困難である現実における実際的アプ
ローチであると評価もできる．こうした観点から，その
高い特徴写像能力に大きな注目を集めている DNN を特
徴写像器に用いる，DNN-HMM ハイブリッド型クラス
予測器の適応学習の研究を進めてきた．
図 7 は，DNN-HMM ハイブリッド型クラス予測器の

Fig. 6. 提案手法の 1 つである CL 法によって選定され
た各クラスのプロトタイプ数. 文献 [8] から転載.

概念を示している．本ハイブリッド予測器は，センサー
データなどの時系列パターン（固定次元ベクトルの系列
に変換されたものとする）を入力とし，前段の DNN は

が，CL 法の最良の予測精度の実現に奏功したことを示

各（固定次元の）特徴ベクトル入力に対する HMM の各

唆している．

状態に対応するサブクラスに対する尤度を出力，そして
後段の HMM がそのサブクラスを状態遷移の枠でまと

深層ニューラルネットワークを用いる時系列データ
のクラス予測における適応学習

6

6.1

め上げて時系列パターンの各クラスに対する識別関数値
を出力する．

概要

繰り返し，クラス予測器の学習の目標はベイズリスク
状態に対応するクラスモデルを獲得することにある，と
述べてきた．この統計的アプローチの大前提として，各
クラスの標本は，無限に生成され，かつその分布は不変
（静的）であるとされる．確かに無限個の標本の観測を前
提とする場合，標本分布を静的とすることは合理的にも
見受けられる．しかし例えば，法規を含む交通事情が相
当に異なる日本と米国との観測データを同一分布から生

Fig. 7. DNN-HMM ハイブリッド型クラス予測器の構
成概念図.

成されたものとすることが正しく（あるいは望ましく）
唯一のアプローチであろうか．また，たとえ日本に閉じ
た場合であっても，自動車がまだ珍しかった 50 年前の

これまで，この DNN-HMM 型予測器を基盤として，

観測データと現在のそれを同一分布から生成されたもの
と見做すことが合理的であろうか．理論的に堅固で ***

適応学習対象を DNN の一部に限定する SAT-DNN 法 1

強力な統計的アプローチも，それを観測データに基づく

の提案とその改良の研究を重ねてきた．この SAT-DNN

予測器の学習（観測データのモデル化でもある）に用い

法は，初期化学習時，あるいは適応時に登場する話者毎

る場合の適用範囲，すなわちモデル化の対象範囲の設定

のデータに対応して話者依存（SD: Speaker Dependent）

は利用者（の技術的経験や直観）に委ねられているので

モジュールを持つ．初期化学習時には，まず DNN 全体

ある．

が，この SD モジュールとそれに対応する話者データを

観測データの母分布は可変（動的）であると仮定しよ

交替させつつ学習され，続いて適応時には，SD モジュー

う．すると，まず既に利用可能な観測データを用いてク

ルのみが新たに入れ替えられ，適応用データを用いてそ

ラス予測器を（初期化）学習し，後にその予測器を新た
∗∗∗

1

理論的厳密さは，普遍性を高め，結果的に成果の普及力も高める．
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SAT は Speaker Adaptive Training（話者正規化学習）の略称
である．研究実験は，音声認識の話者適応課題の枠組みで行って
きており，本稿でもそこで使われた名称を用いている．本手法は，
話者をヒューマンドライバーに，音声信号を車両センサーデータ
等に置き換えても，ほぼそのまま利用できる汎用性を持つ．

Table 5. モジュール構造を持たない SI-DNN 予測器
とモジュール構造を持つ SAT-DNN，SAT-DNN のモジ
ュール部に線形ネットワークを挿入した SAT-DNN-L の
適応性能の比較. 表中の値はいずれも単語誤り率で，そ
の単位は%. 文献 [10] から転載.
lSD
1
2
3
4
5

Fig. 8. 線形変換ネットワークが（例として第 2 層に AL2
として表現）挿入された SAT-DNN 法のネットワーク
構造および学習手順の概念. 文献 [10] から転載.

SI-DNN
26.4
26.4
26.4
26.4
26.4

A
20.0
19.0
18.7
19.0
19.5

B
18.9
18.2
18.0
18.4
19.0

C
20.8
19.3
19.0
19.0
19.2

D
20.5
17.2
17.5
17.5
18.0

表 5 に，SAT-DNN-LTN 法と他の手法とのクラス予
測課題における比較結果を示す．課題は，インターネッ

の新しい SD モジュールのみが追加的あるいは適応的に

ト上でも話題の TED Talks の講演音声を対象に単語ク

学習される．

ラスの予測を行うものである．およそ 75 時間

この SAT-DNN 法の性能向上を目指し，今期は特に，

2

に及

ぶ 300 人の発話データを用いて予測器の初期化学習を行

SD モジュールに線形変換ネットワーク（LTN: Linear

い，28 人の発話データを用いて適応学習を行った．表

Transformation Network）を挿入する手法 9,

や SD

中，“lSD ” は LTN の SD モジュールを挿入した DNN の

モジュールの重み行列の特異値分解を用いた変換能力の

層の番号（“1” は入力層あるいは第 1 層を，“2” は第 2 層

解析やモデルサイズの低減化

11, 12, 13)

10)

などの研究を進

を示す．
）である．また，“SI-DNN” と “A”，“B”，“C”，

めた．本稿では，これらの中でも特に大きな進展があっ

“D” はそれぞれ，SD モジュールを持たず SAT による学

たと考えている LTN を挿入した SAT-DNN-LTN 法の

習もされない話者独立の予測器の各層（lSD ）を適応し

結果に焦点を合わせる．

た場合の結果を，LTN をもたない SAT-DNN 型予測器

図 8 は，この SAT-DNN-LTN 法のネットワーク構造

を適応した場合の結果を，“A” の SI-DNN の各層（lSD ）

と学習手順とを図解している．学習段階において，話者

に挿入した LTN を適応した場合の結果を，SAT-DNN-

データとともに交替する SD モジュール部に LTN が挿

LTN 予測器の LTN を適応した場合の結果を指示してい

入されている．基本的な SAT に基づく学習手続きは従

る．表中のそれぞれの数値は単語誤り率であり，小さい

来の SAT-DNN のそれと同じである．HMM 部は予め

方が望ましい．SAT 型の学習を行わない SI-DNN 法と

学習され，その結果を援用しつつ，DNN 部のみを SAT

比べると，SAT 型（A から D）の全てが大きな予測精

の手続きに沿って初期化学習する．学習は，クロスエン

度の改善をもたらしていることがわかる．また，最新の

トロピー損失の最小化を目指して行われるが，その対象

SAT-DNN-LTN 法が，SAT 型の中でも安定して最も優

であるネットワーク重みパラメータが数百万から数千万

れた精度を達成していることを見て取ることができる 3 ．

の膨大な量に及ぶため，適切な学習の進行を実現するた
めに重みパラメータの更新に制約をかける正則化を採用
する．

7

複数の実際的損失基準を用いるクラス予測

LTN は，その線形性ゆえに，挿入されることで DNN
概要

の表現力に大きく影響することはない．しかし，興味深

7.1

いことに，その線形性が翻って，上記の正則化における

車両の運転中にドライバが交通信号の “赤” を “青” と

アンカー点を学習の進行と共に徐々に変化させ，SAT-

誤ってクラス予測判断をした場合と “青” を “赤” と誤っ

DNN よりも高い学習性能を発揮することが明らかとなっ

2

た 10) ．

3
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原論文では誤って 150 時間としていた．
数字の差異は小さいものの，学習データ量が十分大きく，交差検
定的に求めた平均値であり，かつ優劣の傾向が安定していること
から，統計的にも意味のある差異であると考えている．

て判断した場合との，結果がもたらすコスト（損失に対

Table 6. Haberman’s survival dataset における CMKLOGR 法と KLOGR 法, SVM 法の比較. 単位は%.
表中 “CMK” と “KLG” はそれぞれ，CM-KLOGR 法と
KLOGR 法を指す.

応する）は大きく異なるであろう．しかし，統計的アプ
ローチにおけるベイズリスクは，このような予測判断が
引き起こすコストの大きさを考慮しない．また一般に，
避けるべき事故（に伴う観測データ）の数は，無事故の
事例数に比べれば圧倒的に小さい．従って，そうした不

CMK
KLG
SVM

均衡な観測標本数から成る有限の学習データを用いたベ
イズリスクとそれに対応するクラス予測器モデルとの推

Sens
75.00
62.50
37.50

Spec
82.61
78.26
86.96

PPV
60.00
50.00
50.00

NPV
90.48
85.71
80.00

HM
75.25
66.18
56.60

定は，少数でありながらも発生を避けるべき誤った（重
大な事故につながりかねない）予測判断を引き起こしや
は，MCE 法と共に提案された一般化確率的降下（GPD:

すくなる．

Generalized Probabilistic Descent）法に基づいて定式

この現実の問題に対処するため，不均衡データを対象

化した．感度から陰性予測値までは，2 クラスの双方に

としたカーネルロジスティック回帰法を用いるクラス予
測器の研究を行ってきた 14,

15, 16)

同様の重きをおいて予測判断を評価しており，それらを

．本手法の識別関数

統合した調和平均は，まさにクラス間の均衡のとれた学

は MSVM 法や KMCE 法と同様に式（10）及び式（11）

習を実現し得ることが期待できる．

である．本手法の KMCE 法などとの違いは，予測器の

評価実験

出力を事後確率の形式にすることと，学習用にクロス

7.2

エントロピー（前節の DNN と同じ）損失を用いる点に

表 6 は，特徴次元数が 3 で，一方のクラスの標本数が

225，もう一方のそれが 81 の Haberman’s Survival デー

ある．
予測判断が引き起こすコストを考えるとき，例えば

タセットに対する CM-KLOGR 法と競合する 2 つの手

交通事故や医療判断に伴う病状の悪化などを避けるた

法，即ち（クロスエントロピー損失を用いる）KLOGR

め，そうした大きなコストにつながるクラスの予測を

法と（ヒンジ損失を用いる）SVM 法との比較結果を示
している 4 ．表中の “Sens” などの記号は前小節で説明し

皆無とする予測器を作ることも 1 つのアプローチとな

た各指標に対応する．また表中の数値はいずれも，デー

る．しかし，この極端なシフトが，例えば患者に無用の

タを 10 分割して行った交差検定法によって得られた感

負担を強いるなどの別な形のコストを引き起こす可能

度や特異度などの各指標に関する平均値である．表か

性もあり得て，コストを適切に制御することは必ずし

ら，提案した CM-KLOGR 法が競合する 2 つの手法よ

も容易ではない．今期，この問題に焦点を合わせ，
（ベ

りもほとんどの指標において安定的に勝っている，即ち

イズリスクに直接的につながる）クラス予測の正解率

クラス間で均衡のとれた予測判断を実現していることが

以外の複数の損失（あるいは指標）を組み合わせて予

わかる．

測器を学習する手法の開発を進めた．損失の選択の狙
いは，標本数の大小にかかわらずクラス間で均衡のと
れたクラス予測判断を導くことである．こうした観点

8

おわりに

から，特に 2 クラスの予測問題に絞って，感度（Sens:

Sensitivity）と特異度（Spec: Specifity），陽性予測値

有限の学習データを用いて学習を行いながらも，頑健

（PPV: Positive Predictive Value），陰性予測値（NPV:

な，すなわち高い未知標本耐性をもつクラス予測器を実

Negative Predictive Value）とから成る調和平均を採用

現することを目指して，LGM-MCE 学習法や，その発

した．これらの損失は，クラス予測判断結果から得ら

展版である KMCE 学習法，そして DNN-HMM ハイブ

れる混同行列（CM: Confusion Matrix）から求められ

リッド予測器を用いる適応学習，感度や特異度などの複

るものである．従って，この検証した提案手法を混同行

数の損失から成る合成損失を用いて KLOGR 型予測器

列に基づくカーネルロジスティック回帰（CM-KLOGR:

の学習を行う手法などを幅広く研究してきた．それぞれ

Confusion Matrix-based Logistic Regression）法と呼ぶ．

の実験的評価は，音声時系列データあるいは医療時系列

また，この合成損失を用いた予測器クラスモデルの更新

4
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実験は文献 [15] に基づくものであるが，文献中のデータに誤り
があったため修正して記載している.

データなどと，数理的ドライバモデルに直結するもので

4) Mikiyo Kitaoka, Tetsuya Hashimoto, Tsubasa Ochiai,

はなかったものの，いずれの手法も基本的にはデータに

Shigeru Katagiri, Miho Ohsaki, Hideyuki Watanabe,

非依存であり，得られた成果はほぼそのまま数理的ドラ

Xugang Lu, and Hisashi Kawai,

Speech Pattern

Classification Using Large Geometric Margin Mini-

イバモデルの開発に役立つものと考えている．

mum Classification Error Training, 2015 IEEE Region

正確で頑健なクラス予測の実現のために特徴空間の

10 Conference (TENCON2015), DOI: 10.1109/TEN-

適切な設定が必要であることを述べた．KMCE 法や

CON.2015. 7372850, November 2, 2015 (Macao,

MSVM 法，KLOGR 法などは，非線形カーネルの力を

China).
5) 松廣達也, 北岡見生代, David Ha, 渡辺秀行, 片桐滋, 大崎

用いて無限次元を含む高次元の特徴空間 5 を利用する．

美穂, ”音声認識のための大幾何マージン最小分類誤り学

一方，DNN は多段の非線形写像を繰り返し，高次元であ

習法に関する実験的評価,” 信学会総合大会, ISS-P-114,

るばかりか，より複雑な特徴の “編集” を行う．しかし，

p. 114, 2016 年 3 月 16 日 (福岡市).
6) 谷陵真, 渡辺秀行, 大崎美穂, 片桐滋, ”カーネル最小分類

いずれの特徴空間生成法も，その実態はいまだにつまび

誤り学習法と多クラスサポートベクターマシンの比較実

らかではない．この課題に対しても畳み込みニューラル

験,” 信学会総合大会, ISS-P-109, p. 109, 2016 年 3 月 16

ネットワーク（CNN: Convolutional Neural Network）

日 (福岡市).

と呼ばれる DNN を用いて研究を進めてきた 18) ．また，

7) David Ha, Hideyuki Watanabe, Shigeru Katagiri, and

観測に制約を伴うような時系列データのクラスタリン

Miho Ohsaki, ”Model Size Selection for Prototype-

グの精度向上についても研究を進めている 19) ．今後は，

Based Classifiers using Large Geometric Margin Minimum Classification Error Training,” IEICE Gen-

これらも含む研究対象技術のそれぞれにおいて一層の改

eral Conference, ISS-P-110, p. 110, March 16, 2016

善を行うとともに，ドライバ関連のデータを用いた評価

(Fukuoka, Japan).

を行う予定である．

8) 荻野将大, 渡辺秀行, 片桐滋, 大崎美穂, Xugang Lu, 河井
恒, ”大幾何マージン最小分類誤り学習法におけるプロト

本研究の一部は「科学研究費助成事業・基盤研究（B）

タイプ型モデルサイズ自動最適化手法の検討,” 信学技報,

vol. 115, no. 388, PRMU2015-100, pp. 1-6, 2015 年 12

26280063」の支援のもとに行われたものである．ここに

月 21 日 (長野市).

記して謝意を表する．

9) 落合翼, 松田繁樹, 渡辺秀行, Xugang LU, 堀智織, 片桐
滋; ”線形変換ネットワークを用いて話者正規化学習され
たディープニューラルネットワークによる教師なし話者

参考文献

適応,” 日本音響学会春季研究発表会, 1-P-26 (2015.3.16)
東京都文京区.

1) Hideyuki WATANABE, Tsubasa OHASHI, Shigeru
KATAGIRI, Miho OHSAKI, Shigeki MATSUDA, and

10) Tsubasa Ochiai, Shigeki Matsuda, Hideyuki Watan-

Hideki KASHIOKA: ”Robust and Eﬃcient Pattern

abe, Xugang Lu, Chiori Hori, and Shigeru Katagiri, ”

Classification using Large Geometric Margin Mini-

Speaker Adaptive Training for Deep Neural Networks

mum Classification Error Training,” Journal of Signal

Embedding Linear Transformation Networks,” 2015

Processing Systems, DOI 10.1007/s11265-013-0760-4,

IEEE International Conference on Acoustics, Speech

vol. 74, pp. 297-310 (2013).

and Signal Processing (ICASSP2015), pp. 4605-4609,

2) Tsukasa OHASHI, Hideyuki WATANABE, Jun’ichi

April 21, 2015 (Brisbane, Australia).

TOKUNO, Shigeru KATAGIRI, Miho OHSAKI,

11) Tsubasa Ochiai, Shigeki Matsuda, Hideyuki Watan-

Shigeki MATSUDA, and Hideki KASHIOKA: ”In-

abe, Xugang Lu, Hisashi Kawai, and Shigeru Katagiri,

creasing Virtual Samples through Loss Smoothness

”Bottleneck Linear Transformation Network Adap-

Determination in Large Geometric Margin Mini-

tation for Speaker Adaptive Training-Based Hybrid

mum Classification Error Training,” IEEE, Proc.

DNN-HMM Speech Recognizer,” 2016 IEEE Interna-

ICASSP2012,

tional Conference on Acoustics, Speech and Signal

pp. 2081-2084 (2012.3.28),

Kyoto,

Japan.

Processing (ICASSP2016), pp. 5015-5019, March 23,

3) 橋本哲也, 北岡見生代, 渡辺秀行, 片桐滋, ル シュガン, 堀

5

2016 (Shanghai, China).

智織, 大崎美穂: ”大幾何マージン最小分類誤り学習法を

12) 落合翼, 松田繁樹, 渡辺秀行, Xugang Lu, 河井恒, 片桐

用いた音声パターン認識,” 日本音響学会春季研究発表会,

滋, ”話者正規化学習された DNN における行列のランク

1-P-25 (2015.3.16) 東京都文京区.

に基づく動作分析,” 日本音響学会秋季研究発表会, 1-Q-3，

pp. 73-76，2015 年 9 月 16 日 (会津若松市).

詳細は省略するが，厳密には実効的な次元数はそれほど高くな
い．

77

13) 落合翼, 松田繁樹, 渡辺秀行, Xugang Lu，河井恒, 片桐
滋, ”線形変換ネットワークを用いて話者正規化学習され
た DNN のためのボトルネック話者適応法の提案,” 日本
音響学会春季研究発表会, 3-P-2, 2016 年 3 月 11 日 (横
浜市).

14) 大崎美穂, 松田健司, ワンペン, 片桐滋, 横井英人, 高林克
日己, ”カーネルロジスティック回帰を用いた C 型慢性肝
炎の肝線維化ステージ推定,” 情報処理学会論文誌, vol.

56, no. 11, pp. 2117-2130, 2015 年 11 月.
15) Pen Wang, Miho Ohsaki, Kenji Matsuda, Shigeru
Katagiri, and Hideyuki Watanabe, ”Kernel Logistic
Regression Based on the Confusion Matrix for Imbalanced Data Classification,” 情報処理学会研究報告, vol.
2015-BIO-42, no. 55, pp. 1-2, 2015 年 6 月 16 日.
16) Miho Ohsaki, Kenji Matsuda, Pen Wang, Shigeru
Katagiri, and Hideyuki Watanabe, ”Formulation of
the Kernel Logistic Regression based on the Confusion
Matrix, 2015 IEEE Congress on Evolutionary Computation (CEC2015), pp. 2327-2334, May 28, 2015
(Sendai, Japan).
17) 渡辺秀行, 片桐滋, 足立守, 大崎美穂, ”カーネルに基づく
高次元空間における大幾何マージン最小分類誤り学習の
提案,” 信学技法, PRMU2010-136, pp. 55-60, 2010 年 12
月（福岡市）.

18) Satre Gregoire, Ochiai Tsubasa, Katagiri Shigeru, and
Ohsaki Miho, ”Autoencoders with Deformable Templates for Image Reconstruction,” IEICE General Conference, ISS-P-117, p. 117, March 16, 2016 (Fukuoka,
Japan).
19) Marta Quemada Lopez, Miho Ohsaki, and Shigeru
Katagiri, ”Comparison of Short Time Series Clustering Methods,” IEICE General Conference, ISS-P-64,
p. 64, March 16, 2016 (Fukuoka, Japan).

78

Knowledge Discovery in Imbalanced Time Series
Miho OHSAKI* and Shigeru KATAGIRI*
(Received March 31, 2016)
For the knowledge discovery in imbalanced time series, there are two sub-themes: one is the classification of imbalanced data, and the other is the analysis of time series with the lack of information. In the last fiscal year, regarding the
first sub-theme, we proposed and formulated a novel classifier combining kernel logistic regression, minimum classification
error and generalized probabilistic descent training, and confusion matrix. This year, we move onto the software development of the classifier, and confirm its correct behavior through experiments. With respect to the second sub-theme, based
on the previous research outcomes, we noticed the importance to know what kind of time series clustering methods works
well under what conditions. Therefore, we develope two major methods for time series clustering, which are deterministic
and probabilistic, respectively. We conduct experiments using time series with the lack of information due to their short
lengths, to assess when and which one of these methods outperforms the other.

Key words ： Imbalanced Data, Classification, Time Series with the Lack of Information, Modeling, Clustering.
キーワード ： 不均衡データ，分類，情報欠落がある時系列，モデル化，クラスタリング．

不均衡時系列データからの知識発見
大崎 美穂, 片桐 滋

1

の問題の解決を目指している．我々は昨年度，カーネル

はじめに

ロジスティック回帰，最小分類誤り学習・一般化確率的
本プロジェクトが目指す運転支援の実現には，様々な

勾配法，混同行列を組み合わせた不均衡データ分類器を

要素技術の開発と融合が不可欠である．また，その要素

提案し，定式化した．今年度は，定式化の結果に基づき，

技術は限られた適用範囲ではなく，関連分野に広く貢献

本分類器のソフトウェア開発と動作確認に注力した．こ

し得ることが望ましい．このような観点から，我々は不

の研究成果は，第 2 節において報告する．

均衡時系列データからの知識発見を主テーマとし，その

運転状況を測定した時系列データは，通信遮断や人間

副テーマとして，不均衡データの分類，および，情報欠

の予期せぬ行動により，欠測や計測期間の短縮が生じ得

落がある時系列データの分析を設定した．

る．このような時系列の分析は，様々な分野に共通する

運転支援には運転状況の自動分類が必要であるが，少

重要な課題であり，2 つ目の副テーマである情報欠落が

数の危機的事例と多数の通常的事例 (例えば，事故と無

ある時系列の分析は，その解決を目指している．我々は

事故) から成るデータの分類は，非常に難しい．この種

昨年度，類似する時系列群を用いて情報欠落を補う時系

の問題は運転支援に限らず，生物医学や環境学など，ま

列モデル学習法を提案し，その試作・試行を行った．そ

れであるが深刻な事象を取り扱う多くの分野に共通す
る．1 つ目の副テーマである不均衡データの分類は，こ

* Department of Information Systems Design, Faculty of Science and Engineering, Doshisha University, Kyoto, Japan
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の中で，類似する時系列群の生成，すなわち，時系列ク

の推定を可能にしている．

ラスタリングが性能の決定要因であると気付いた．そこ

Pr(Ck |x) =

で今年度は，2 種類の主要な時系列クラスタリング手法
を開発し，比較評価を行った．この研究成果は，第 3 節

exp(αTk κ(x) + bk )
K
∑
exp(αTl κ(x) + bl )

(1)

l=1

において報告する．

事前学習では，事後確率を用いて定義した式 (2) を目
的関数とする．式中，kn は xn が実際に属するクラス

2

不均衡データの分類

の番号，K はカーネル行列である．第 1 項はクラスの
事後確率を推定するための交差エントロピー，第 2 項は

少数事例を持つクラスと多数事例を持つクラスで構

過学習を防ぐためのパラメータの L2 ノルム，λ は第 1，

成される不均衡データの分類では，通常の分類器はうま

2 項のバランスを決める重みである．この目的関数によ

く動作しないことが多い．不均衡性に影響され，大半の

り，KLOGR の性能を確保できるパラメータの初期設定

事例を多数クラスに分類し，少数クラスを見落としてし

を得る．学習には，式 (2) をパラメータで偏微分して得

まうのである．従来，不均衡データ分類器として，サン

た傾きの情報により，学習の量と向きを制御して探索す

プリング法，コスト法，アンサンブル法が提案されてき

るバッチ型の勾配法を用いる．

た 1) ．しかし，これらには，タスク依存性や設定の難し
さ，クラス間の分類性能のバランスを取りにくい問題が

Jpretrain =

あった．

−

そこで我々は，これらの問題を解決する分類器とし

N ∑
K
∑
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て，混同行列に基づくカーネルロジスティック回帰 (CM-

再学習では，混同行列に基づく評価基準を MCE に

KLOGR: Confusion-matrix-based Kernel Logistic Re-

よって定式化し，評価基準の調和平均を求め，これを用

gression) を提案した

2)

．昨年度は，CM-KLOGR のア

いて定義した式 (3) を目的関数とする．式中，Nec は評

イディアを定式化し，理論的な枠組みの確立に至った．

価基準の個数，γi は i 番目の評価基準 fi への重みであ

今年度は次のステップとして，CM-KLOGR の枠組みを

る．第 1 項は評価基準の調和平均であり，これらの値を

ソフトウェアとして実現すること，および，その動作を

直接向上させる．重み λ を持つ第 2 項はパラメータの L2

確認することに注力した．以下に，CM-KLOGR のモデ

ノルムであり，過学習を防ぐ．この目的関数に切り替え

ル構造・目的関数・最適化と，これらのソフトウェア開

ることで，パラメータの初期設定から，全評価基準の値

発について述べる．

を向上させる方向に設定を導く．学習には，式 (3) の偏
微分の結果に基づき探索する逐次型の GPD を用いる．

CM-KLOGR は，KLOGR 3) のモデル構造の上に，以
下の 2 段階学習を組み込んでいる．交差エントロピーを目

Jretrain =
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γ

的関数とし，勾配法を用いた事前学習．多面的な性能を表
す評価基準の調和平均を目的関数とし，最小分類誤り学
習・一般化確率的勾配法 (MCE/GPD: Minimum Classi-

fication Error/Generalized Probabilistic Descent)4) を

(3)

i

用いた事後学習．

i=1

事前と事後の学習に共通する KLOGR のモデル構造

ソフトウェア開発では，CM-KLOGR の定式化の式，

は，式 (1) に示す k 番目のクラスの事後確率 Pr(Ck |x) で

特に偏微分係数行列やカーネル行列の演算を直接表現で

表現される．ただし，x は入力の特徴量ベクトル，κ(x)

きる MATLAB を用いた．MATLAB には計算速度の問

は入力を非線形変換するカーネル関数，αk と bk は最

題があるが，まずは CM-KLOGR の正しい動作と原理

適化対象のパラメータ，K はクラスの数である．この式

的な有効性の検証を目指し，これを採用した．将来，実

は，カーネル関数の加重和をソフトマックス関数に代入

用的な段階に移行する際には，計算速度の速い言語への

した形をしており，これらによって非線形性と事後確率

移植を検討する見込みである．
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分かった．ゆえに今年度は，情報欠落がある時系列のク

Table 1. CM-KLOGR の動作確認の結果.

分類器
CM-KLOGR
KLOGR
SVM

テスト性能 [%]
陽性
感度
特異度
的中率
75.00
82.61
60.00
62.50
78.26
50.00
37.50
86.96
50.00

陰性
的中率
90.48
85.71
80.00

ラスリングには，どのような手法が有効であるかを調べ
ることにした 10) ．以下に，対象とした時系列クラスタ

調和
平均
75.25
66.18
56.60

リング手法と，その比較評価の実験について述べる．
時系列クラスタリングには，時系列の波形を用いるも
の，記号列に変換するものなど，多様なアプローチがあ
る．しかし，表層的な特徴よりも，背後にある確率的な

開発工程では，2 名で平行してプログラムを作成し，

生成過程を記述してクラスタリングする方が本質的，と

そのソースコードと動作を二重確認した．UCI 機械学習

考えられる．そこで我々は，確率過程のモデル化に基づ

リポジトリの Haberman データセットに，CM-KLOGR

くアプローチに的を絞り，その主要な 2 つの手法 (決定

と，比較対象である KLOGR とサポートベクターマシ

論的手法，確率論的手法) を検証の対象とした．

ン (SVM) を適用した結果を，表 1 に示す．なお，これ

様々なモデルの選択肢があるが，2 つの手法に共通す

は 10 交差検定による訓練・検証の上で得たテスト性能
である

5) *

る ARMA モデル 6) を用いることにした．ARMA モデ

．KLOGR と SVM に比べて，CM-KLOGR

ルは一般的なモデルの 1 つであり，時間領域における時

は全評価基準のバランスを取りながら，これらを総合し

系列の動的特性を自己回帰 (AR) と移動平均 (MA) で記

た調和平均を向上させている．ゆえに，CM-KLOGR の

述する．また，AR と MA の係数を使い，周波数領域の

ソフトウェアが正しく動作することを確認できた．

スペクトルの情報をケプストラム 7) の形で表現できる．

今年度，我々は CM-KLOGR のソフトウェア開発と

式 (4) に ARMA モデルの定義を示す．なお，xt は時刻

動作確認を完了したので，来年度の前半は，複数のベン

t の時系列上の 1 点，et は時刻 t の白色ガウスノイズ (た

チマークデータを用いた実験を行い，有効性検証に取り

だし，平均 0，分散 σ 2 )，ϕ0 はバイアス項，ϕi は AR 係

組む．来年度の後半は，この成果をとりまとめて学術論

数，p は AR の次数，θj は MA 係数，q は MA の次数

文を執筆するとともに，本プロジェクトで計測される運

である．

転状況のデータへの CM-KLOGR の適用を検討したい．

xt = ϕ0 +
3

p
∑

ϕi xt−i +

i=1

情報欠落がある時系列の分析

q
∑

θj et−j + et

(4)

j=1

iid

et ∼ N (0, σ 2 )

欠測値や計測期間の短さによる情報欠落は，時系列
決定論的手法としては，最も基本的である文献 8) の

データのモデル化を困難にする．推定と予測を逐次的に

手法を選定した．この手法では，まず，個々の時系列に

行うカルマンフィルタ等の技術により，欠測値を持つ時

ARMA モデルを当てはめる，言い換えると，係数 ϕi と

系列のモデル化は理論的に可能である 6) ．しかし，時系

θj をあらかじめ求める．その後，係数からケプストラム

列が持つ情報が少なすぎる場合に，他の時系列を利用し

を算出し，ケプストラム距離を用いた k-medoids 法によ

て情報を補う研究は少ない．

り，時系列をクラスタに割り当てる．

そこで昨年度は，以下のように情報を補う手法を提案

確率論的手法には文献 9) の手法を選定し，その簡略

し，原理的な有効性の検証を行った．スペクトルの類似

版を用いることにした．この手法では，係数 ϕi ，θj ，分

度に基づいて複数の時系列をクラスタリングし，クラス

散 σ 2 ，時系列 x がクラスタ ωk に属する確率 Pr(ωk |x)

タを代表する共通モデルを学習する．この共通モデルを

(クラスタ割当に相当) の全てを，EM アルゴリズムによ

初期値として，クラスタメンバである個々の時系列のモ

り推定する．しかし，これら全ての推定が混在すると，

デルを再学習することで，モデルの精度を向上させる．

決定論的手法との公平な比較が困難である．そこで今回

昨年度の研究を通して，情報欠落がある時系列の分析

は，事前に ARMA モデルを当てはめた上で，クラスタ

には (モデル化に限らず，グループ化，分類，知識の発

所属の確率を推定するように，本手法を簡略化した．

見を含む)，クラスタリングが重要な役割を担うことが
∗

比較実験では，文献 8,

9)

を参考にして以下の実験条

件を設定し，人工データを生成した．まず，4 つのクラ

文献 5) の結果の一部に誤りがあったため，訂正を兼ねて，正し
い結果を本報告書に掲載した．
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度は，カーネルロジスティック回帰と，最小分類誤り学

Table 2. 決定論的手法と確率論的手法の比較結果.
手法
決定論的
確率論的
手法
決定論的
確率論的

クラスタ割当の正答率 [%]
パターン 1
パターン 2
パターン 3
73.40
74.00
71.50
66.50
64.30
59.20
クラスタ代表の推定誤差
パターン 1
パターン 2
パターン 3
0.385
0.613
0.182
0.491
0.482
0.450

習・一般化確率的勾配法，混同行列に基づく分類器の理
論的枠組みを構築した．そこで今年度は，その枠組みを

パターン 4
61.50
54.30

実現するソフトウェアを開発し，正しく動作することを
実験検証した．2 つ目の副テーマは情報欠落がある時系

パターン 4
0.158
0.290

列の分析である．昨年度の時系列モデル学習法の研究か
ら，我々は時系列クラスタリングの重要性を認識し，今
年度はこれに重点を置いた．具体的には，2 種類の主要

スタの真の代表である，4 種類の 2 次 AR モデルを立て

な時系列クラスタリング手法の開発と比較評価を行った．

る．各 AR モデルから 25 個，長さは 10〜20 点の短区

来年度は，様々な種類の不均衡データを用いた実験を

間時系列 (言い換えると，個々のクラスタのメンバ) を

行い，開発した分類器の有効性を明らかにする．これと

生成する．そして，生成した 4 × 25 個の時系列をクラ

並行して，実験条件を改善・追加した上で，時系列クラ

スタリング対象とした．4 種類の 2 次 AR モデルに関し

スタリング手法の比較評価をさらに詳細に行う．そして，

て異なる 4 パターンを用意し，各パターンでこの手続き

どのような条件下でどの時系列クラスタリング手法が有

を行った．

効であるか，に関する知見を得る．その後，学会発表や

表 2 に，2 つの手法を適用した実験結果を示す．表中，

論文執筆による成果の公表，および，再来年度に向けて

クラスタ割当の正答率はその値が大きいほど，クラスタ

運転支援への適用を検討する．

代表の推定誤差はその値が小さいほど，性能が高いこと
を意味する．今回の条件では，全パターンにおいて，正

本研究の一部は「科学研究費助成事業・基盤研究（C）

答率，推定誤差ともに，決定論的手法の性能が高い傾向
が見られた．決定論的手法はクラスタリングのパラメー

15K00323」の支援のもとに行われた．ここに記して謝

タが比較的少なく，情報が不足する短区間時系列では，

意を表する．

この点が有利に働いたと考えられる．
今年度は，情報欠落がある時系列のクラスタリングに
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Detection of Passenger Anxiety Using Blinking Behavior Model
Based on Point Process
Masayuki TSUBOI*, Chiyomi MIYAJIMA*, Kazuya TAKEDA*

We investigate a method of detecting the anxiety of automobile passengers, which could be used as measure for evaluating
passenger comfort. We use passenger blinking behavior to detect their anxiety. We propose a method of modeling time series of
occurrences of blinking events based on a point process. A point process is a type of random process. It can represent the
occurrences of an event as continuous values of event occurrence intensity, not as simple discrete points or occurrences per unit of
time. Using this approach, we can analyze long-term patterns of blinking behavior based on a history of blinking events. To model
blinking behavior, we parameterize a conditional intensity function based on time series data of blinking events, and estimate a
maximum likelihood parameter from the joint probability density function of a point process. In parameterizing the conditional
intensity function, we used a probability distribution of the blinking intervals of each subject, fitted to a mixture of Gaussians. To
evaluate the effectiveness of the proposed models, we conducted an experiment of passenger anxiety detection based on their
blinking behavior using a support vector machine. We mounted a video camera on a car to record the passenger’s face in order to
capture blinking behavior. The ground-truth of the passenger’s anxiety was captured by having the passenger press a push-button
switch when they felt anxious. The driving route included both an expressway and city streets. Experimental results showed that
our method achieved an average AUC of 0.72, while the average AUC when using the conventional feature of simple blinking
rates was only 0.67, thus confirming the effectiveness of our proposed method.

Key words：point process, blinking, passenger anxiety detection, support vector machine.
キーワード：点過程, 瞬目, 同乗者の不安検出, サポートベクターマシン．

点過程に基づく瞬目モデルを用いた同乗者の不安状態推定

坪井 優幸，宮島 千代美，武田 一哉

1. はじめに

開発が急速に進んでいる自動運転システムでは，安

自動車分野における高度な情報技術の進展に伴い，

全性の向上に加えて，搭乗者が自動運転に対して感

運転支援システムの実用化が進んでいる．これらの

じる不安や違和感を低減するなど，快適性の向上も

システムは，主にドライバの負担軽減や事故防止と

重要な課題となると考えられる．本稿では，搭乗者

1)

いった安全性の向上を目的としている ．一方，現在

の快適性を評価する手法の一つとして，助手席同乗

_________________________________
*Graduate School of Information Science, Nagoya University, Nagoya,
+81-52-789-3647
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者の感情状態を推定する手法について検討する．こ

2.1 点過程

こでは，自動車搭乗中に特に感じる場面が多く，快

例えば気温や音声等のアナログ信号を特定の時間

適性に直結すると考えられる，同乗者の「不安状態」

間隔でサンプリングした時系列のデータとは異なり，

を推定の対象とする．また，同乗者に直接センサを

顧客の到着時刻，神経のスパイク波列，システムの

装着する必要のない非侵襲性の生理指標として瞬目

故障の発生時刻など，時間軸上に発生時刻を示す点

に着目する．瞬目とは，目を開けて覚醒している際

が置かれたデータは，点過程と呼ばれる確率過程に

に，瞬間的に瞼を閉じる動作であり，大きく分けて3

従うと考えられる

3)．また，植物の発生場所のよう

に空間中に占める点の配置パターンなども点過程と

種類に分類できるとされている2)．まず，本人の意思

考えられているが，本研究では，瞬目発生時系列を

によって意図的に目を閉じる随意性瞬目，外界から

前者の種類の点過程に従うと考えモデル化を行う．

の反射誘発刺激によって生じる反射性瞬目，本人の

ここでは，瞬目事象の生起が，それ以前の事象の発

内的要因によって生じる自発性瞬である．これらの

生が条件として作用すると考える．ある時刻から現

うち，特に自発性瞬目については，認知判断を伴う

在までの区間における事象の出現確率は，ある時刻

課題遂行時や精神的緊張状態からの解放など精神活

以前の点過程の履歴を条件とした条件付き確率を用

動による心理的要因によっても生起することが報告

いて表現できる．以下にその流れを述べる．

されており，人間の心理状態を反映する指標として

まず条件付き強度関数の説明のため，ポアソン過

着目されている．しかし，それらの多くは単位時間

程を考える．ポアソン過程はランダムに生起する事

内における瞬目の頻度である瞬目率の差に基づいて

象を表す基本的な確率過程で, 客の到着や故障の発

評価が行われているため，個々の瞬目生起の時系列

生, 個体の出生など様々な現象のモデル化に使われ

的な振る舞いの変化にまで着目することはできない．

る.ここで事象の生起時点列を t1 , t2 ,, tn とし，

そこで本研究では，瞬目事象生起の時系列を点過程

N (u, v) を区間 (u, v] における事象の生起数とする．

と呼ばれる確率過程に基づきモデル化する手法を提

ポアソン過程は以下の性質を満たす．
1. N (0,0)  0

案する．点過程を用いることによって，瞬目事象の

(1)

0  t1  t2  t3 に 関 し て N (t1 , t2 ) ，
N (t2 , t3 ) は独立．
3.任意の 0  t , 0  s に関して N ( s, s  t ) が
2. 任 意 の

生起を単なる点としてではなく，連続的な事象生起
強度として表現することができ，過去の事象生起の
履歴を踏まえたより長時間にわたる関係性にも着目

ポアソン分布に従う．

した分析が可能となる．瞬目の点過程に基づくモデ

また，微小時間 t あたりに発生する事象の確率は

ル化の有効性について評価するため，助手席同乗者

P{N ( s, s  t )  0}  1  t  o( t )
P{N ( s, s  t )  1}  t  o(t )
P{N ( s, s  t )  2}  o(t )

の瞬目から不安状態を検出する実験を行った．

(2)
(3)
(4)

2. 点過程によるパラメータ化

である．ここで，パラメータ λ は強度と呼ばれ，単

本研究では，離散的な点として生起する瞬目の時

位時間あたりに生起する事象回数の期待値を表す．

系列的な振る舞いに着目するため，瞬目生事象起を

また，o Δ はΔ を小さくすると，線形項λΔ に比べ

点過程に従う連続的な事象生起強度としてモデル化

て無視できるほど小さくなる関数である．強度が定

する．点過程を用いることによって，瞬目事象の生

数の場合の過程を定常ポアソン過程といい，強度が

起を単なる点としてではなく，連続的な事象生起強

時間に依存する関数となる場合の過程を非定常ポア

度として表現できることから，過去の事象生起の履

ソン過程という．ここで定常ポアソン過程，非定常

歴を踏まえたより長時間にわたる関係性にも着目し

ポアソン過程の強度は過去の事象発生履歴とは無関

た分析が可能となる．

係であるが，瞬目生起は直近の瞬目以前の瞬目とも
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log LT ( ; t1 , t 2 , , t n )

関係があると考えられるため，本研究では過去の事
象生起も考慮する．ポアソン過程の拡張として，強

n

度が過去の履歴に依存する場合，その点過程は自己
励起点過程と呼ばれる

(8)

  log  (ti ; H ti )    (t ; H t ) dt
T

0

i 1

4)．自己励起点過程における

ここで，対数尤度を最大とする

強度は条件付き強度関数と呼ばれ，式(5)のように定

を条件付き強度関

数のパラメータとする．

義される

次に，条件付き強度関数のパラメータ化によって
与えられる点過程の統計モデルの説明を行う．尾形

P{N (s, s  t )  1}   (t; H t )t  o(t ) (5)

は条件付き強度関数を式(9)のようなホークス

型自己励起点過程で表現した．

ここで，条件付き強度関数  (t; H t ) 中の H t は時刻

t 以前に発生した点事象の履歴であり，  (t; H t ) の

 (t ; H t )     g (t  ti )

値の大小によって，微小区間 ( s, s  t ] における点

(9)

ti t

事象が発生する確率が変化する．また，o Δ はΔ を
小さくすると，線形項λ ;

5)

ら

ここで ti は i 番目の事象が発生した時刻を表す．式

Δ に比べて無視でき

(9)は条件付き強度関数が時間と以前の事象発生に

るほど小さくなる関数である．

依存しない項と，以前に発生した事象が原因となっ
て発生時刻からの経過時間を関数とする項との線形

2.2 条件付き強度関数のパラメータ化

結合からなり，第 2 項によって，過去に生起した事

点過程の確率的なアプローチに基づくモデル化は，

象が現在の時刻の事象生起に与える影響を表現して

前節の条件付き強度関数のパラメータ化によって行

いる．条件付き強度関数の表現は研究によって様々

われる．まず，条件付き強度関数  (t; H t ) から決ま

なものが用いられているが

る点過程について，区間 (0, T ] 上の指定された位置

の条件付き強度関数として，
Fig. 1 のように IBLI(瞬

t1, t2 , , tn に n 個の点が生起する同時確率密度関数

目間隔)の分布を GMM でフィッティングすることで

を考えると式(3)となる．
,

6)，本研究では瞬目生起

を用いて，式(10)のように

得られる確率分布

条件付き強度関数をパラメータ化する．

2, ⋯ ,

;

exp

 (t; H t ) dt

6

10

λ ;

これは同時確率の条件付き確率による乗法公式から

これにより瞬目生起時間の傾向を考慮した条件付き

得られる．ここで条件付き強度関数がパラメータ θ

強度関数を表現可能と考えられる．

で  (t ; H t ) のようにパラメータ化されると考える
と，密度関数もパラメータ θ によって特徴付けられ

瞬目間隔の分布

る．このパラメータの推定やモデル  (t ; H t ) を検討

瞬目間隔の分布を
ＧＭＭにフィッティング

50

生起回数

代入した尤度関数を考える．

probability density

40

するために，観測された時系列データを密度関数に

30
20
10

LT ( ; t1 , t2 ,, tn )  fT (t1 , t2 ,, tn ; )

0
0

(7)

0.4
0.3
0.2
0.1
0
0

5

10

15

IBLI[sec]
瞬目間隔
[sec]

5

10
IBLI[sec]
瞬目間隔
[sec]

15

尤度最大となるパラメータμ，αを推定

Fig. 1. Parameterizing conditional intensity function

式(4)の対数をとることにより，式(7)の対数尤度関
数が得られる．
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被験者は運転免許を所有する 20～40 歳台の男女

3. 同乗者の不安状態検出
提案する瞬目モデルを評価するため，助手席同乗

各 2 名ずつの計 4 名である．収録には研究者所有の

者の不安状態検出実験を行う．2 節で述べた条件付

実験車両を利用した．運転者は 2 名（運転者 A, B）

き強度関数を特徴量として，SVM (Support Vector

が交替で担当した．なお，運転者の違いの影響につ

Machine) により不安状態とその他の状態を学習し，

いては本研究では検討の範囲外とする．被験者には

不安状態を検出した．

収録の前に次の通り指示をした．
・会話，携帯電話の使用を控えて前方を見ていてく

3.1

ださい．

データ収集

助手席同乗者の瞬目タイミングと不安区間のデー

・前方を見ていて不安（例えば，危ない，怖い，緊

タを収集した．瞬目のタイミングは同乗者の顔映像

張した，ドキッとした，ヒヤッとした等）を感じ

から目を閉じた瞬間の時刻を手動でラベル付けした．

た場合は，不安を感じている間ずっとボタンを押

不安を感じた区間は，ボタンを押すと LED が点灯す

していてください．

る機器を助手席前のダッシュボード上に設置し，同

また，被験者に何に着目して不安か否かを判断す

乗者本人が不安を感じた際にボタンを押すことで収

るかについては伝えたが，具体的な不安か否かの判

録し，映像から LED ライトの点灯区間をラベル付け

断の閾値については被験者に委ねた．

した．この際，LED ライトの点灯状態を同乗者の顔

Table 1 は，被験者が助手席同乗中に不安と感じた

の映像の一部に映し込むことによって，瞬目と不安

区間の総数を示す．また，参考までに，右の括弧内

データの同期を取った．

に，2 名の運転者の ID を示す．被験者 3 は，被験者

Fig. 2 に走行コースを Google Map 上に示す．名古

1, 2, 4 に比べると比較的不安と感じた区間は少なく，

屋都高速の四谷 IC から都心環状線を経由して吹上

被験者 2, 3 は，1 回目と 2 回目の不安区間総数が大

西 IC までの高速道路区間（図中青線）
，および国道

きく異なっていることがわかる．このように，不安

153 号線，国道 19 号線，愛知県道 215 号田籾名古屋

の感じ方は，運転者や同乗者の状態，道路環境等に

線の出来町通りや自由が丘周辺の住宅地を含む市街

も影響を受けると考えられる．

地区間（図中赤線）を含む走行距離約 30km，走行時

また，
各被験者の瞬目間隔の分布を Fig. 3 に示す．

間約 1 時間のコースである．被験者数は 4 名で，各

被験者毎に瞬目生起の傾向が異なり，瞬目生起の個

被験者 2 回ずつ収録を行った．なお，名古屋高速の

人性を考慮したモデル作成の必要性があると考えら

四谷 IC から吹上東 IC 間のトンネル区間は顔映像が

れる．

暗く，瞬目のラベル付けが困難であったため，デー
タから除外した．

Table 1. Number of anxiety events
被験者
被験者 1
被験者 2
被験者 3
被験者 4

Fig. 2. Driving route (blue: expressway, red: city streets)
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1 走行目
（ドライバ）

2 走行目
（ドライバ）

52 回
（ドライバ A）
26 回
（ドライバ A）
17 回
（ドライバ A）
42 回
（ドライバ B）

43 回
（ドライバ B）
57 回
（ドライバ B）
33 回
（ドライバ A）
32 回
（ドライバ B）

被験者1_1走行目
500

生起回数

150

400

の，1 時間程度のデータに対して約 6 時間の所要時

300

間を要した．ELAN は，ラベルの名称，ラベルの開

100
200

50

5

10
IBLI[sec][sec]
瞬目間隔

生起回数

40

80

30

60

20

40

10

20

10

20
IBLI[sec]
瞬目間隔
[sec]

30

0
0

生起回数

30

50

25

40

20

30

15

20

10

10

5

8

有用である．

10

0
0

IBLI[sec]
瞬目間隔
[sec]

際，各被験者の瞬目間隔の分布をフィッティングし
た混合ガウス分布（GMM）の確率分布を用いて条件
10

20
30
IBLI[sec]
瞬目間隔
[sec]

40

付き強度関数を定式化し，尤度が最大となるパラメ

あたりの事象生起回数の平均であることを考慮し，
尤度計算の際のパラメータの変化は，１秒あたりの
瞬目生起は多くても 3 回程度と考え，範囲を決定し
た．

2

4

6

8

同乗者の瞬目のモデルを作成するため，まずパラ

10

メータの推定を行った条件付き強度関数を不安，そ
の他の 2 区間に分割した．その後，分割した各区間

被験者4_2走行目
60

において，固定フレーム長を 1 フレームずつシフト

50

30

40
20

してデータを取得し，各データの平均と標準偏差を

30

加えたものを SVM (Support Vector Machine) の入力

20

10

10
0
0

SVM による不安状態のモデル化

前節で述べた最大尤度に基づくパラメータ推定の

IBLI[sec]
瞬目間隔
[sec]

被験者4_1走行目
40

3.3

被験者3_2走行目

60

6

8

ータを求めた．また，条件付き強度関数が単位時間

被験者3_1走行目

4

4
6
IBLI[sec]

被験者2_2走行目
100

2

2

瞬目間隔 [sec]

被験者2_1走行目

0
0

り，瞬目の測度（瞬目率，瞬目間隔） の計算の際に

0
0

15

50

0
0

始・終了時刻，ラベルの時間間隔の出力が可能であ

100

0
0

生起回数

の所要時間については，データにより差はあるもの

被験者1_2走行目

200

5

10
15
IBLI[sec][sec]
瞬目間隔

0
0

特徴量として学習した．
5

10
IBLI[sec]
瞬目間隔
[sec]

15

不安区間とその他の区間では区間長が大きく異な
るため，先に不安区間からデータを抽出し，その後

Fig. 3 Distribution of IBLI for four subjects

同数のデータをその他の区間から無作為に抽出した．
実験条件を Table 2 に示す．評価は leave-one-out 法に

3.2 瞬目と不安状態のラベル付け
収録した映像データに対して，ELAN

7)

より行った．検出率と過検出率から ROC 曲線を求め，

を用いて

ROC 曲線の下の面積である AUC の平均値を求めた．

瞬目と不安状態それぞれのラベル付けを行った．
ELAN は動画にラベルを付けることができるフリー

Table 2. Experimental condition

ソフトであり，PC に取り込まれた映像を 1 フレーム
毎コマ送り再生しながら，任意のラベルを付けるこ

認識器

とができる．瞬目ラベルについては，頭を動かす際

特徴量

や，眼鏡を直す際に生起する反射性瞬目も含め，ま

サンプリングレート

ぶたを少しでも閉じた瞬目は全てラベル付けの対象

テスト方法

とした．また，映像中の LED の点灯状態から，同乗

評価尺度

者の不安区間をラベル付けした．なお，ラベル付け
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SVM（線形カーネル）
条件付き強度関数（6 フレー
ム）+ 平均 + 標準偏差
10 Hz
Leave-one-out 交差検証
AUC（ROC 曲線下の面積）

した点過程に基づく瞬目モデルの妥当性が示唆され

3.4 不安状態検出実験結果
Fig. 3 に，同乗者の不安検出実験の結果を各走行毎

た．

に示す．また，各走行毎の条件付き強度関数の平均
と標準偏差を Fig. 4 に示す．但し，条件付き強度関

4. まとめ

数の値は平均 0 分散 1 に正規化している．Fig. 3 の検

本研究では，点過程に基づく瞬目事象生起のモデ

出結果を見ると，被験者 1（1, 2 走行目）
，被験者 2

ル化手法を提案した．離散的な生起時刻の点群とし

（1 走行目）において比較的高い検出性能を得てい

て取得される瞬目データに対して，点過程を適用す

る．Fig. 4 から，検出性能が高いデータは不安区間と

ることで，瞬目事象生起の時系列的な振る舞いの特

その他区間の条件付き強度関数の値の分布に差があ

徴を連続的な事象生起強度として表現した．また，

ることが分かる．また，Fig. 4 の分布の違いから，不

個人の瞬目間隔の傾向を考慮するため，条件付き強

安時には瞬目が抑制される傾向があると考えられる．

度関数のパラメータ化には，各被験者の瞬目間隔の
分布を GMM でフィッティングさせた確率分布を用
いた．
瞬目を用いた同乗者の不安状態検出実験を行った
結果，瞬目間隔の逆数で計算される瞬目率を用いた
場合の AUC の平均が 0.67 に対し，提案法では平均
AUC 0.72 が得られ，その有効性が示された．
本研究では，反射性瞬目，随意性瞬目，自発性瞬
目の 3 種類の瞬目を区別することなく全てを用いて
瞬目のモデル化を行ったが，今後は，反射性・随意

Fig. 3. Comparison of AUCs with conventional method

性瞬目の不安検出性能に及ぼす影響等についても調
査する必要がある．また，運転者の違いも考慮した
統制実験を行う等，更なる検討が必要である．
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熊澤貴雄, “地震活動の異常性とモデリング," 統計数
理, Vol. 63, No. 1, pp. 45–64 (2015)

7) ELAN Linguistic Annotator,

法のモデルの不安検出性能が上回り，本研究で提案

http://www.mpi.nl/corpus/html/elan/ (accessed 2016/03/06).
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Evolutionary Optimization of Weight Coefficients of Power Spectrum
for Detection of Driver-induced Steering Oscillations
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We propose a method of applying genetic algorithms (GA) for optimizing the weight coefficients of power spectrum of the
Fourier-transformed signal of lateral acceleration of a moving car. The evolved weighted power spectrum is used in our work to
detect the steering oscillations caused by the delayed steering response of the human driver in normal, routine driving situations –
traffic-less driving on a straight and curves. The delayed steering response, in turn, is often a result of inadequate cognitive load
of either distracted- or cognitively overloaded drivers. The experimental results, conducted on realistically simulated car and its
environment, indicate that, compared to the power spectrum featuring equal (flat) weight coefficients, the evolved weighted
power spectrum facilitates better discrimination between the (i) signals of the lateral acceleration of the car, driven by cognitively
impaired, (distracted by texting on mobile phone while driving) drivers and (ii) the analogical signals of the car, driven by fully
attentive drivers. Moreover, for all human drivers who participated in the experiments, the weighted power spectrum of the lateral
acceleration of car driven with distraction even on a straight section of the road (i.e., inherently featuring lower values of the
power spectrum) is even higher than that of the car driven by attentive drivers on curves (inherently, featuring higher values of
the power spectrum). These results suggest that the proposed method would be applicable for discriminating the subtle driverinduced steering oscillations on straights from the well-manifested, yet normal steering behaviour of drivers on cornering. We
view the obtained results as a step towards the development of a system for early-warning of the inadequate cognitive load of
drivers in routine driving conditions – well before any urgent reaction to an eventual dangerous traffic situation might be needed.
Keywords — driver-induced steering oscillations; genetic algorithms; driver distraction; TORCS; Fourier transformation;
power spectrum;
disruption of cognitive engagement from the primary task of
driving. In critical situations, the amount of attention that is
actually dedicated to driving (primary task) would become
considerably lower than the actual requirement of the existing
traffic situation. This phenomenon is often viewed as
inadequate cognitive load of the driver. The following
subsection provides more detailed discussion on the concept of
inadequate cognitive load.

I. INTRODUCTION
With the advancement of modern technology and
miniaturization of latest sensors and devices, the cockpit of
automobile has gradually turned into a luxury compartment.
These compartments do not only facilitate the control of
vehicle with a push of a button, but also provides fully-fledged
working space for drivers and passengers. Aided with the
internet facility on board and connected to several embedded
systems, automobiles today are finally arriving into the most
promising era of all time where most electronic components
are networked. In fact, with the ongoing evolution of
technologies, automobiles are gradually getting smarter enough
to the level of self-driving or driving with a very limited
support from the driver.

A. Cognitive Load
In this study, we have used the phrase, “inadequate
cognitive load,” and “cognitive load” interchangeably to
describe the situations (i) when the driver allocates a too little
attention to driving (i.e., cognitive underload), or (ii) when the
cognitive resources required for comprehending the current
driving situation surpass the natural limits of the mental
resources of the driver (i.e., cognitive overload).
The former case of cognitive underload might occur, for
example, while driving on an empty- or low-traffic highway.
Normally, in such situation, the attention required by the
current traffic environment is much lower than the available
cognitive ability of the driver. Often in such circumstances,
driver allocates too little cognitive resources to his/her primary
task of driving, with the reduced attentiveness often resulting
in mind wandering [4] or even – micro sleeps (brief – between
0.5 sec and 1.5 sec – nap). The condition could become worst
depending on incorporated safety facilities that either assume a
part of the task of driving the vehicle (e.g. lane following,
adaptive cruise control, etc.) or, at least, induce an inflated

There is no doubt that all these technological shifts have
made our life easier and somehow better than ever before;
however, they also demand intensive visual and cognitive
involvement from a driver which would ultimately contribute
in elevating driver inattention [1]. The driver distraction is one
of the major problems in the world today, which is also an
indispensable source of driver inattention. In USA alone, 3,179
people lost their life and 431,000 were injured in 2014 on
various automobile-related crashes that involve some form of
distracted driving [2]. Distraction happens when the driver
diverts their attention away for the primary task of safe driving
towards a competing activities or secondary tasks that might or
might not be related to driving [3]. Moreover, switching of
attention between the multiple tasks often leads to the
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sense of safety in the driver (e.g., anti-lock braking system,
traction control, electronic stability program, collision warning,
blind spots warning etc.).

Hence, we assume that there is a need for a different
approach for the detection of DoR in normal, routine driving
and way before any extreme situation might actually occur.
Such an approach would allow for a potentially crashpreventive early warning to the (cognitively inadequate) driver.

This results in the inability of driver to swiftly allocate the
required additional cognitive resources at the incident of
extreme traffic situation (e.g., changing lane on busy
expressway or, immediate slowing down of car(s) ahead,
approaching or leaving tollgates, joining a busy intersection
after leaving the expressway, etc.). In addition, apportion of
needed cognitive resources might be more affected if spare
mental resources of driver are allotted for tasks that are distinct
to driving or on the secondary task such as texting, talking on
mobile phone, eating, drinking, using navigation system, or
simply talking to passengers [5].

B. Related Previous Work
Our previous research was based on preliminary
investigation and verification of the above-mentioned concept.
First, we employed genetic programming to evolve driving
agent that model the steering behaviour of human driver. The
driving agent was consistent with the servo-control model of
steering behaviour of human. This model considers the driver
as an error-correcting entity in a purely reactive feedbackcontrol system. The driver constantly attempts – via
appropriate steering inputs – to minimize the perceived errors
in both the position and orientation of the car relative to the
centre of the lane. We demonstrated that the evolved driving
agent perfectly steers the realistically simulated car in The
Open-source Racing Car Simulator (TORCS) with an instant
(non-latent) steering response both (i) on straights and (ii) in
corners. Also, we verified our hypothesis that the delay that we
intentionally added to the steering response of driving agent
resulted in well-expressed driver-induced steering oscillations
[9]. This hypothesis was motivated by our curiosity about the
applicability of the feedback control theory to the agent-car
system. What we could not learn however, was whether the
hypothesis that DoR causes steering oscillations would be valid
for the human driver too.

On the other hand, the case of cognitive overload triggers,
while driving through a hectic traffic or uncontrolled
intersections. In such situation, the mental processing ability
required by the existing surrounding might surpass the
cognitive abilities of the drivers. It might temporarily occur
when the driver that suffers a temporal cognitive underload
faces an urgent hazardous traffic situation, as we mentioned
above. In addition, a longer-term cognitive overload might be
witnessed in elderly drivers a result of natural gradual decline
of their mental abilities. Moreover, because of such degraded
abilities, even a moderate traffic might be subjectively
perceived as much faster or more intensive than it actually is.
As a result, the prevailing “looked-but-failed-to-see” accidents
at busy intersections are often triggered by cognitively
overloaded (elderly) drivers [6].

In another study, we investigated the steering oscillations of
car driven by human drivers and proposed an approach for
reliable identification of these oscillations in two routine
driving situations - traffic-less driving on straight and in
cornering. We assumed that such identification should be
robust and should not depend on (i) the particular human driver
who drives the (simulated) car and on (ii) whether the car is
driven on straight or cornering section of the road. The
experimental results suggested that the latter condition was a
significant challenge, as the patterns of the lateral acceleration
(and the values of the corresponding power spectrum (PS) of
its Fourier transformation) of the car controlled by inattentive
driver (with DoR) on the straight to a significant extend
mimics the pattern of the cornering car even when driven by
fully attentive (instantly responding) driver. This challenge
motivated us to investigate whether the current state of the car
(i.e., either straight or cornering) could be detected and used as
an additional feature (along with PS) for more reliable
detection of the driver-induced steering oscillations [10].

Therefore, an eventual early identification of the above
mentioned two cases of inadequate cognitive engagement
might prove to be vital for the prevention of traffic accidents.
One of the approaches of identifying such inadequate cognitive
engagement is through measuring the resulting increase of the
delay of response (DoR) of the driver. DoR could be measured
via direct assessment of the delay of pressing of pedals, i.e.
either brake or accelerator, in abruptly aroused, hazardous
driving circumstances. However, the feasibility of such an
approach might be challenged by the following two concerns:
•
The way the drivers press pedals is a subjective
feature that rests on several factors such as the behaviour of the
driver, state of the car, traffic situation, road conditions, etc.
[7]. For example, some drivers might often desire a sporty
driving with quick speeding and faster decelerations in any
conditions. Their brake points are late and are compensated by
strong braking. This example is consonant with the risk
homeostasis theory [8] which argues that drivers of the cars
equipped with high-grip tires and advanced driving aids such
as anti-lock braking system and electronic stability program,
would brake late even in slippery (e.g., rainy, snowy, or icy)
road conditions.

C. Objective of Research
In this work, we are interested whether optimising the
weight coefficients of PS alone would allow us to distinguish
the same two previously mentioned driving conditions without
relying on any additional identification feature(s). The
objective of our research is to explore the feasibility of
applying genetic algorithms (GA) for optimization of the
weight coefficients of PS of the Fourier-transformed signal of
lateral acceleration of the car for discriminating the two most
challenging driving cases: (i) inattentive (oscillating) driving

•
During the extremely risky circumstances, identifying
the limited cognitive load by assessing DoR would be next to
meaningless. Indeed, in case of detected anomalies in the
obtained value of DoR, it would be too late to activate any realtime accident-preventing functionality (alerting the driver, or
even - braking automatically).
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on straight sections of the road from that of (ii) attentive (nonoscillating) driving on corners. Our interest in evolution of
weighted power spectrum (WPS) is additionally motivated by
the fact that, despite the presence of various studies on
parametric optimizations of PS [11][12], to the best of our
knowledge, there has been no documented research on
evolving WPS for detection of driver-induced steering
oscillations.

(50 times per second) of simulation a random value of 2% in
the range [-1 degree … +1 degree] to the steering angle of the
front wheels of the car.

The remaining the article is organized as follows. Section 2
elaborates on the proposed approach of applying genetic
algorithms to evolve WPS of the lateral acceleration of the car.
Section 3 presents the experimental results. In Section 4 we
discuss some of the challenges associated with our research
and mention our future work. Finally, Section 5 draws a
conclusion.

Fig.1. The simulated car in TORCS

TABLE I.

II. PROPOSED APPROACH
We conducted our research in the following three stages: (i)
acquiring the signal (as a time series) of lateral acceleration of
the car, (ii) offline analysis of the PS of Fourier-transformed
signal of the acquired signal of lateral acceleration, and (ii)
applying GA to evolve optimal coefficients of WPS for a
robust recognition of the driver-induced oscillations. The
subsections below elaborate on these research stages.

MAIN PARAMETERS OF SIMULATED CAR IN TORCS
Parameter

A. Acquisition of Time Series of Lateral Acceleration
We adopted an approach of acquiring and analysing the signal
of the lateral acceleration of the car, modelled in TORCS
environment [13]. In real-world scenario, the instant values of
the time series of lateral acceleration could be easily obtained
from any low-cost, non-invasive sensor such as accelerometer.
Moreover, many of the modern vehicles are already equipped
with such a sensor. The latter is used to provide adequate
information about the current state of the car to the electronic
stability program and GPS-based navigation system (for deadreckoning when GPS signal could not be received).
In addition, our decision to entrust the entire experiments
on simulated (rather than real-world) car is justified by the
combination of the following important advantages of
TORCS: (i) realism of simulation of car’s dynamics, (ii)
crash-proof (software) implementation of the car, (iii)
computational efficiency, and (iv) openness. The latter allows
us to modify the code, the characteristics of the car, and its
environment as per our needs. For the purposes of continuity
and comparability, the model of the car used in our
experiments is the same as we used in our previous research
[9][10]. The simulated car and its main features are shown in
Figure 1 and Table I respectively.

Value

Model

CLK DTM

Length, m

4.76

Width, m

1.96

Height, m

1.17

Mass, kg

1050

Front/rear weight distribution

0.5 / 0.5

Height of the center of gravity, m

0.25

Drivetrain

Front engine, rear wheels drive

We asked 10 human drivers to drive the simulated car
using realistic controls: steering wheel, accelerator- and brake
pedals. In order to acquire the signal of oscillating lateral
acceleration, we intentionally distracted the drivers at arbitrary
sections of a long road (featuring both straight sections and
corners) by asking them to text on a mobile phone while
driving. Oscillating lateral acceleration of the moving car
would be a natural consequence of the delayed steering
response, which, in turn is caused by the inadequate cognitive
load of drivers, e.g., due to distraction [10]. We distracted the
drivers at arbitrary section of the road by asking them to read,
comprehend and respond to text messages that were sent to
their mobile phones while driving. We adopted texting as the
cause of distraction, because it has been extensively
researched and proven to be a major cause of distracted
driving [14] [15].
In addition, in order to guarantee that the cognitive
engagements of drivers is shared only among the tasks of
steering (primary task) and texting (secondary), we freed the
drivers from any unnecessary cognitive burden that would
have been required to maintain the desired speed of the car.
We implemented a simulated cruise control that automatically
accelerates the car to 51km/h (14m/s) and keeps this speed
through the entire experiment.

In order to enhance further the realism of the simulated car,
we modelled the non-ideality of the steering system of the car
and its effects on the trajectory of the moving car. Indeed, the
steering system of real cars features inevitable mechanical
plays (in steering shaft bearings, gearbox, arms, ball joints and
front wheel bearings), that, together with the (even minor)
irregularities of the road would result in small, random
fluctuations of the steering angle of the front wheels. We
modelled these oscillations by adding at each sampling step

Considering the findings of neuroscientists that sleep
facilitates the consolidation of memory, and therefore, it is
crucial for the learning of new abilities [16][17], we
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and calculation of PS, until we reach the final 100 samples of
the acquired time series of lateral acceleration.

performed the experiments in two successive days: in the first
day we allowed the drivers to familiarize- and get used with
the software system, simulated car and its controls. We
conducted the experiments involving actual driving in the
following day.

PS is calculated from the Fourier-transformed signal of
lateral acceleration as follows:
PS1~50 = ∑

Lateral Acceleration , m/sec2

A sample of the acquired time series of lateral acceleration
of the car driven on a straight section of the road by inattentive
driver is shown in Figure 2. The sampling frequency is 50Hz.
The characteristic noise in the signal is caused by the
modelled irregularities of the surface of the road and
mechanical plays in the steering system of the car.
8

We hypothesize that, since both the magnitude and the
corresponding frequencies of oscillating signal would be
different than the normal signal, the resulting value of the
power spectrum would be diverse (presumably – higher) as
well. Figure 3 illustrates that, indeed, for a sample driver
(driver A) the PS of inattentive driving on straight section of
road is, indeed, higher than that of attentive driving in corners.

Oscillations due to distractions

4
2

However, the preliminary experimental results also suggest
that, due to the diversity of driving conditions (straight, corner
entry, steady state cornering, and corner exit) and driver’sdependent features of the acquired signals, the PS of inattentive
driving in straight section of road could be lower than that of
attentive driving in corners. The PS in cornering could be
anomalously high due to extensive (yet, non-oscillating)
movements of steering wheel at the entry and exit of corners.
Figure 4 illustrates that, indeed, for another driver (driver C)
the PS of inattentive driving in straight section of the road is
lower than that of attentive driving in corners.

0
-2
1

201

401

601

801

(1)

Where, PS is the power spectrum in a frequency range between
1Hz to 50Hz, and Ai is the amplitude of frequency i Hz in the
spectrum of Fourier-transformed signal.
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Fig.2. Sample time series of lateral acceleration of the car driven on a straight
section of the road by cognitively distracted driver.

B. Offline Analysis of the PS of Fourier-transformed Signal of
Lateral Acceleration
The verification of the assumption that inadequate
cognitive load in drivers result in steering oscillations in our
previous work [9] [10] motivated our quest for a method of
reliable detection of these oscillations. As Figure 2 illustrates,
the oscillations due to distracted driving are somehow obscured
by the noise caused by modelled irregularities of the road and
non-ideality of the steering system of the car.

Value of Power Spectrum

800,000
Corner (attentive)

700,000

Straight (inattentive)

600,000
500,000
400,000
300,000

Entry of corner

Exit of corner

200,000
100,000
0

We consider the method of analysing the magnitude of the
PS of the Fourier-transformed signal of the lateral acceleration
of the car. We anticipate that such a method, in principle,
might allow us to discriminate the frequencies pertinent to the
driver-induced oscillations from the frequencies of noise and,
not less-importantly – from the frequencies of normal steering
of the car through corners. Thus, we first perform Fourier
transformation to the acquired time series of the lateral
acceleration of the car. The transformation is done in offline
mode, as it does not require any additional driving experiments
with human drivers. However, in order to model an eventual
real-time implementation of the proposed approach, we start
with a windows of the initial 100 samples (corresponding to
the first 2s of data) of the acquired time series of lateral
acceleration. Then, we calculate the value of PS in frequency
range 1Hz~50Hz of the obtained spectra of the initial 2s and
associate this value of PS with the instant of time tinitial+2s.

1
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801 1001
# Sampling period

1201

1401

Fig.3. PS of lateral acceleration of car driven by Driver A both inattentively (on
straight section of the road) and attentively (in corners).

Value of Power Spectrum

Corner (attentive)
300,000

Straight (inattentive)
Exit of corner

Entry of corner

250,000
200,000
150,000
100,000
50,000
0
1

Then we proceed with repeatedly sliding the window of
100 samples by one frame (corresponding to the sampling
interval of 20ms) and perform both the Fourier transformation

201

401

601
801
# Sampling period

1001

Fig.4. PS of lateral acceleration of car driven by Driver C both inattentively (on
straight section of the road) and attentively (in corners).
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GA – genetic representation, genetic operations and fitness
function are elaborated below.

Based on experimental results, illustrated in Figures 3 and 4
we could conclude that it would be difficult to detect the
inadequate cognitive load of drivers from steering oscillations
by merely comparing the values of canonically calculated PS
(as shown in Equation (1)) to a given threshold.

1) Genetic Representation:
The simulated individuals in GA are represented by their
respective chromosomes. The latter consist of an array of the
real values of the evolved coefficients of WPS. The vales of
the weight coefficients, are constrained within the range
[0…9], and are divided into 90 possible discreet values. Such
a chromosome, containing an array of all 50 weight
coefficients w1, w2, w3, … w50, however, would result in the
size of 9050 of the search space, that would have been
computationally intractable not just by “brute force”
approaches but by any existing heuristic approach as well.
In order to shrink the potentially huge size of the search
space of GA, we reduced the number of weight coefficients
encoded in chromosome to just 10, by applying the following
problem-specific knowledge:
 Experimental results suggest that the frequency spectra of
both oscillating and non-oscillating driving feature a
characteristic “long tail” pattern – the lower frequencies
are represented by higher (i.e., more influential)
amplitudes, while the amplitudes decrease with the
increase of frequencies;
 The areas of higher frequencies (presumably, heavily
influenced by the modelled irregularities of the road and
non-ideality of the steering system of the car) of the
spectrum of both oscillating and non-oscillating driving are
quite similar. On the other hand, the patterns on the area of
lower frequencies are more diverse, implying that the
important discriminating features are more likely to be
encoded in lower frequencies- rather than high-frequencies
of the spectra;
 The frequencies that are above the Nyquist frequency (i.e.,
25Hz) would be under-sampled, and therefore, lessinfluential

Therefore, we investigated whether employing different
weight coefficients to the components of the sum in the
equation of the PS (Equation (1)) would result in better
recognition of the steering oscillations:
WPS1~50 = w1×A12 + w2×A22 + …. + w50×A502

(2)

Where WPS is the weighed power spectrum in a frequency
range between 1Hz to 50Hz, Ai is the amplitude of frequency i
Hz (i=1…50) in the spectrum of Fourier-transformed signal,
and wi is the weight coefficient of the amplitude Ai.
The rationale behind the use of such weight coefficients is
that the frequencies that are pertinent to attentive and
inattentive driving might be different, and, therefore, their
amplitudes should be accounted differently. Therefore,
detecting of, say, inattentive driving could be facilitated by
emphasizing (by means of using higher weight coefficients) the
amplitudes of frequencies that are pertinent to this type of
driving.
C. Applying Genetic Algorithms for Evolution of Optimal
Values of Weight Coefficients of WPS
We decide to apply a heuristic approach to the “tuning” of
the weight coefficients of WPS because we are a priori
unaware of the exact set of frequencies in the spectrum of
lateral acceleration that characterize either the attentive or
inattentive driving. In principle, we could have adopted another
– deterministic – approach, such as, for example – complete
enumeration of the possible combinations of weight
coefficients. However, because we consider 50 frequencies
(1Hz, 2Hz, 3Hz,… , 50Hz) in PS, represented by their
respective amplitudes A1, A2, A3, … A50, we would need to
search for the optimal combination(s) of the values of 50
weight coefficients w1, w2, w3, … w50. Assuming that each of
these weight coefficients is discretized into, say, just 100
possible values, the size of the resulting search space would be
10050 (or, 10100), rendering the eventual “brute force”
approaches, based on complete enumeration of possible
combinations of values of weight coefficients computationally
unfeasible.

Therefore, we divide all frequencies in PS into 10 variablesized groups G1, G2,….., G10, and assigned a respective weight
coefficient w1, w2, w3, … w10 to each of these groups. The size
of groups (i.e., the number of included frequencies) increases
gradually with the increase of the basic (minimum) frequency
fb of the group: in our approach, each group contains nonoverlapping frequencies in the range [fb…1.25×fb]. This
approach allows us with the increase of basic frequencies fb of
the groups G1, G2,…, G10, to gradually increase the group size
and, consequently, to gradually reduce the precision of “tuning”
of amplitudes of the individual (less-influential) frequencies
within these groups. The groups of frequencies of WPS are
shown in Table II.
Considering the defined groups of frequencies in the
spectrum, the resulting WPS could be expressed by the
following Equation (3):

GA, on the other hand, is a nature-inspired heuristic
approach that gradually evolves the optimal values of set of
parameters in a way much similar to the evolution of species in
nature. GA is proven to be efficient for finding optimal
solution(s) to combinatorial optimization problems featuring
large search spaces [18][19]. Thus, we adopted GA to evolve
the optimal values of the weight coefficients of WPS. The
optimality implies that the WPS of the signal of lateral
acceleration of the car would allow for the best possible
discrimination between the attentive- (non-oscillatory) and
inattentive driving (with steering oscillations, caused by
inadequate cognitive load). The main features of the adopted

WPS1~44= w1×A12+w2×(A22 + A32)+w3×(A42 + A52)+w4×(A62 +…+ A82)
+w5×(A92 +…+ A112) +w6×(A122 +…+ A152) +w7×(A162 +…+ A202)
+w8×(A212 +…+ A262) +w9×(A272 +…+ A342) +w10×(A352 +…+ A442)
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(3)

Where WPS is the weighed power spectrum in a frequency
range between 1Hz and 44Hz, Ai are the amplitudes of
frequencies iHz (i=1…44) in the spectrum of Fouriertransformed signal, and wk (k=1…10) are the evolved (through
GA) weight coefficients associated with each of the considered
10 groups of frequencies.
TABLE II.
Frequency
group

for each driver d do {
// d = [Driver A, Driver B,…,Driver J]
for each instant t of inattentive driving calculate WPSd_i(t);
WPSd_i_max=max(WPSd_i (t));
for each instant t of attentive driving calculate WPSd_a (t);
WPSd_a_max=max(WPSd_a (t));
Rd= WPSd_i_max / WPSd_a_max×100;
}
F = min (RDriver_A, RDriver_B,…, RDriver_J);
// F: the fitness value

GROUPS OF FREQUENCIES OF WPS

Frequencies included in
the group

Size of the
group

Corresponding weight
coefficient in WPS

G1

1Hz

1

w1

G2

2 Hz, 3 Hz

2

w2

G3

4 Hz, 5 Hz

2

w3

G4

6 Hz ~ 8 Hz

3

w4

G5

9 Hz ~11 Hz

3

w5

G6

12 Hz ~ 15 Hz

4

G7

16 Hz ~ 20 Hz

G8

Fig.5. Fitness evaluation routine
TABLE III.

MAIN PARAMETERS OF GA

Parameter

Value

Genotype

Ten weight coefficients w1, w2, w3, … w10 of WPS,
represented by real numbers within the range [0..9].
Each coefficient is discretized into 90 possible values.

w6

Population size

100 individuals

5

w7

Selection

Binary Tournament (10%)

21 Hz ~ 26 Hz

6

w8

Elite

Best 2 individuals

G9

27 Hz ~ 34 Hz

8

w9

Crossover

Two-point

G10

35 Hz ~ 44 Hz

10

w10

Mutation

Single-point (2%)

2) Genetic Operations:

Minimum (among all 10 drivers) of the ratio (in %) of
WPS of (i) inattentive (oscillatory) and (ii) attentive
driving cases
(#Generations >100) or
(Fitness Value >200) or
(No improvement of fitness for 16 consecutive
generations)

Fitness value

We employed binary tournament selection – proven to
offer a good trade-off between the diversity of population and
rate of convergence of fitness. In addition to the tournament
selection, we also adopted elitism in that the two bestperforming individuals always survive unconditionally into
the mating pool of the next generation. Also, we implemented
two-point crossover and a single-point mutation. After each
crossover and mutation operations, the chromosome is
“repaired” by normalization so that the sum of all coefficients
w1+w2+w3+ … +w10 is equal to 100. Notice that the range of
the weights coefficient [0..9] that is applied during both (i) the
creation of initial population and (ii) mutation, might be
exceeded as a result of normalization of chromosomes that
feature heavily fluctuating values of weight coefficients. The
main parameters of GA are shown in Table III.
3) Fitness Function:

Termination
Criteria

III. EXPERIMENTAL RESULTS
The fitness convergence characteristics of 20 independent
runs of GA are shown in Figure 6. As illustrated, the fitness of
the best-of run individuals, in average, increases from about 90
to about 121 in 64 generations. The best achieved fitness is 126,
indicating that, even for the driver featuring most challenging
ratio of canonical PS of inattentive and attentive driving (e.g.,
as depicted in Figure 4) the value of WPS of inattentive driving
would be 26% higher than that of attentive one.
130
125

Because our objective is to evolve such WPS that allows
for best possible discrimination of the signals of lateral
acceleration of (i) inattentive (oscillatory) driving on straight
section of the road from that of (ii) the fully attentive driving
on cornering, the fitness value F of evolved chromosomes
reflects the quality of such discrimination. In our approach, we
consider the minimum of the ratios (in %) of WPS of these
two driving cases among all 10 drivers, as described in Figure
5. The targeted fitness values F are the values that are higher
than 100% (i.e., indicating that WPS of inattentive driving is,
indeed, higher than WPS of attentive driving even for the
least-convincing driver). Higher fitness values would
correspond to even better ability of WPS to discriminate the
inattentive (oscillatory) driving from normal, attentive one.

Fitness Value
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41

46

51
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61

# Generations
Fig.6. Convergence of the best-of-generation fitness of 20 independent runs of
GA. The dashed line illustrates the average best-of-generation fitness of
these 20 runs.
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The values of the weight coefficients of sample evolved
best-of-run individual (with fitness equal to126) are as follows:

300,000
Corner (attentive)

Straight (inattentive)

250,000
Value of WPS

w1=19, w2=1, w3=9, w14=1, w5=8,
w6=3, w7=47, w8=10, w9=1, and w10=1
The values of WPS, obtained with these weight coefficients
for all 10 drivers are shown in Figure 7. As Figure 7 depicts,
for all of the drivers the WPS of inattentive driving on straight
is higher than that of attentive driving on corners.

200,000
Entry of corner

150,000

Exit of corner

100,000
50,000
0

10000000

Value of WPS

1

Attentive driving on corners
Inattentive driving on straights

401

601

801

1001

1201

1401

# Sampling interval
Fig.9. WPS of lateral acceleration of car driven by Driver C both inattentively
(on straight section of the road) and attentively (in corners). WPS
features sample best-evolved (through GA) weight coefficients.

1000000

IV. DISCUSSION

100000

The eventual real-world implementation of the proposed
approach of detecting the inadequate cognitive load from the
WPS of oscillating lateral acceleration of the car implies that
the challenge of variability of patterns of lateral acceleration
should be addressed. These patterns might vary depending on
the speed of the car, road conditions (turning radiuses of
corners, etc.), personal driving styles, etc. While the effect of
speed on lateral acceleration of cars is known and therefore,
could be easily factored out by variable (depending on the
speed of the car) scaling of the values of the obtained WPS,
dealing with human-related factors could be much more
challenging. The features of driving style (especially, the way
of applying the error-correcting steering input) of the drivers
are both (i) rather individual and (ii) naturally fluctuating
(with time, condition of the car, road, and driver). Consonant
with the hypothesis that the “average” human-related features
are virtually non-existent [20], the experimental results
confirm that the obtained values of WPS for each of the
drivers vary significantly (Figure 8). Consequently, using the
same threshold for discriminating the WPS that corresponds to
different cognitive load of all drivers would be unfeasible.
Rather, either a (static) threshold that is “learned” individually
per particular driver, or, a dynamic threshold based on
recently sensed state of the car or (and) driver might prove to
be a better solution. In the latter case, we anticipate that the
change of the WPS while driving, rather than its absolute
value would be more symptomatic of the current cognitive
load of driver.
Also, an improved robustness of recognition of inadequate
cognitive load could be achieved by “learning” of weight
coefficients of WPS on wider range of driving situations and
road conditions. Ultimately, the quality of recognition of
learned WPS should be verified on unknown set of driving
situations and road conditions. We are planning to conduct
such a research in the immediate future.
And, finally, an eventual failure to detect inadequate
cognitive load from WPS of – presumably oscillating – lateral
acceleration might not be necessarily associated with the

10000
A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

Driver ID
Fig.7. WPS of sample evolved best-of-run evolved weight coefficients. For all
of the 10 drivers the WPS of inattentive driving on straights is higher
than that of attentive driving in corners.

In contrast, as Figure 8 illustrates, with canonical PS, modelled
as WPS with all weight coefficients w1, w2,…w10 set to 10, for
3 of the 10 drivers (e.g., Drivers C, D and E) the values of PS
of inattentive driving on straight is anomalously lower than that
of attentive driving on corners.
The dynamics of the instant values of WPS of both
attentive and inattentive driving in the most challenging
driving case (i.e., Driver C) are illustrated in Figure 9.
Compared to the dynamics of canonical PS (refer to Figure 4),
the evolved WPS yields a better discrimination. Indeed, as
Figure 9 depicts, the values of WPS during inattentive driving
on straight is higher (rather than lower, as in the case of
canonical PS) than that of attentive driving in corners.
Attentive driving on corners
Inattentive driving on straights

10000000

Value of canonical PS

201

1000000

100000

10000

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

Driver ID
Fig.8. Canonical PS: for 3 of the 10 drivers – Drivers C, D and E – the values
of PS of inattentive driving on straight is anomalously lower than that of
attentive driving in corners.
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[5]

inferiority of the proposed approach. Rather, even when
distracted by texting, some drivers may still be able to control
the car adequately, without suffering from any steering
oscillations. Therefore, compared to other methods (e.g.,
based on eye tracking) that also attempt to infer the distracted
driving, the proposed approach could be viewed as a holistic
one, because it is based on detection of the actual effects of
distractions on driving (i.e., steering oscillations, if any),
rather than underlying reasons for these distractions.

[6]
[7]

[8]
[9]

V. CONCLUSION
[10]

We discovered that patterns of the signals of lateral
acceleration (and the values of the corresponding power
spectrum of its Fourier transformation) of the car controlled
by inattentive driver on the straight mimics the pattern of the
cornering car even when driven by fully attentive driver.
Therefore, it would be unfeasible to apply thresholding of the
canonical power spectrum featuring equal (flat) weight
coefficient for purpose of identifying the inattentive driving
from the presence of steering oscillations in all driving
conditions. We hypothesized that optimised weight
coefficients of the power spectrums would facilitate a better
detection of these steering oscillations and their better
discrimination from attentive driving on corners. We applied
genetic algorithms to evolve the optimal values of the weight
coefficients of the power spectrum. The experimental results
verified that evolved weighted power spectrum facilitates a
better discrimination of oscillatory from non-oscillatory
steering behaviour for all 10 tested human drivers even for the
challenging cases of attentive driving on corners and
inattentive driving on straights.
In our future work, in order to verify the generality and
robustness of the proposed approach, we are planning to
conduct experiments with additional human drivers and on
more diverse driving situations. Also, we are interested in
exploring the idea of varying – in a real time – the threshold of
the weighted power spectrum in a way that would allow the
threshold to adapt dynamically both (i) to the driving style of
drivers and (ii) to the specifics of driving situations.

[11]

[12]

[13]

[14]

[15]

[16]
[17]
[18]
[19]
[20]
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Virtual Sample Generation Mechanism for Driver Model Estimation
and Knowledge Discovery in Imbalanced Time Series
Shigeru KATAGIRI* and Miho OHSAKI*
(Received May 10, 2017)
Progress in ﬁscal 2016 year is reported for research subjects on statistical approach to mathematical driver model
estimation, specially class predictor development. The subjects are mainly based on the Large Geometric Margin Minimum
Classiﬁcation Error (LGM-MCE) training and Deep Neural Networks (DNNs) trained with the Speaker Adaptive Training
(SAT) concept. The report mainly introduces the latest results of the following research topics: the experimental evaluation
of the eﬀect of LGM-MCE training in time series class prediction, the analysis of the power of KMCE (Kernel Minimum
Classiﬁcation Error) training in shrinking predictors with maintaining their high prediction capability, the improvement
of the LGM-MCE method by introducing a sample-weighting-based Parzen estimation in the misclassiﬁcation measure
space, and the development of a method for shrinking the model size of SAT-DNN hybrid predictor using the gLasso
(group Least absolute shrinkage and selection operator) idea. The results demonstrate that our approach based on the
LGM-MCE method and the SAT-DNN method contributes to the increase in predictors’ power.
Key words ： Machine learning, pattern recognition, kernl method, neural networks.
キーワード ： 機械学習, パターン認識, カーネル法，ニューラルネットワーク．

ドライバモデル仮想標本生成メカニズム，
および，不均衡時系列データからの知識発見
片桐 滋, 大崎 美穂

1

はじめに

ての入出力関係を示す（無限量の）標本を洗い出すこと
はほぼ不可能である．予測器の学習は，扱い得る有限量

本研究の目標は，知覚的な多次元時系列信号を入力

の入出力関係標本のみを用いて行わざるを得ず，また同

とし，ステアリングやブレーキ，アクセルなどの制御信

時に，有限の利用可能な標本と無限の（将来生じ得る）

号，あるいは環境認識や行動判断に関する望ましい状態

標本との間の溝を埋めるなんらかの工夫を組み込んで行

を出力とする予測器（パターン認識器でもある）を実現

うことが望まれることになる．

することにある．予測器は，ニューラルネットワークや

上記の立場から，報告者らは，報告者ら自身が開発

プロトタイプ，確率モデルなどの数理モデルとして構成

した大幾何マージン最小分類誤り（LGM-MCE: Large

する．目標の達成は，そうしたモデルのパラメータ，す

Geometric Margin Minimum Classification Error）学

なわちニューラルネットワークの重み係数値やプロトタ

習法 1) やモジュール構造を組み込んだ深層ニューラル

イプの要素値を，“学習” によって最適化することによっ

ネットワーク（DNN: Deep Neural Network）2,

て行う．

盤とした研究を進めてきた．

実現すべき予測器は，望ましい入出力関係を全て記憶
（学習）させることで達成できる．しかし実際には，全

* Department of Information System Design, Faculty of Science and Engineering, Doshisha University, Kyoto
Telephone : +81-774-65-7567,E-mail : skatagir@mail.doshisha.ac.jp, mohsaki@mail.doshisha.ac.jp
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3)

を基

LGM-MCE 学習法は，その誤分類尺度空間における

2

確率関数のパルツェン推定に基づいて仮想標本を生成す

本研究の多くは，LGM-MCE 学習法を基盤としてい

ることによって，有限標本と無限標本との溝を一定程度

る 1) ．これは，有限の訓練標本を用いて予測器モデルを

埋め得ることが示されている 4) ．また，溝を埋める効果

推定する際に，予測器出力であるクラス判断境界を訓練

に強く作用する平滑分類誤り数損失の平滑度を自動的に
最適化する手法も開発されている 5,

6)

標本からできるだけ遠ざける，つまり幾何マージンを大

．この効果のも

きくする（予測器モデルを有限の学習用データに過剰適

う 1 つの影響要因となるモデルの表現力を最適化する試

応させない）ことで，予測器出力の未知標本耐性を向上

みも行われている 7) ．LGM-MCE 学習法を時系列デー
タのクラス予測 8,

9)

大幾何マージンモデル推定 18)

させることができるからである．

やカーネル法 10) に適用する試み

J クラスのクラス予測課題が与えられているものとす

も行われている．しかし，無限量の（未知）標本にかか

る．入力 x に対する予測器のクラス j（Cj ）に関する出

わる溝を埋めることは本質的に難しく，目標の達成のた

力（識別関数）を gj (x; Λ)（j = 1, · · · , J ）とするとき，

めにはこれらの先行研究を基とした一層の研究が必要で

課題は

ある．

C(x) = Ck

一方，モジュール構造を組み込んだ DNN の学習にお

iﬀ Ck = arg max{gj (x; Λ)}
j

(1)

いては，モデルパラメータの学習に制約を加える正則化

のように定形化される．ここで x は，固定次元のベクト

や特異値分解によってモデルパラメータ数を削減する方

ルパターン x や長さ T の可変長の時系列パターン（T

法によって，溝を埋める努力が行われている

3, 11, 12)

個の固定次元ベクトルから成るベクトル系列）xT1 など

．

しかし，無限の未知標本に対処する難しさはそこでも同

の任意の合理的なパターン標本である．また C(·) はク

様であり，一層の研究が求められている．

ラス予測判断（オペレータ）であり，Λ は予測器の（推
定あるいは学習，最適化の対象となる）クラスモデルパ

こうした状況を受け，今期は特に，LGM-MCE 学習
法を用いる時系列データ予測法の実験的評価

13)

ラメータである．

（3 節）

特徴的なことに，LGM-MCE 学習法は，この予測判

や，LGM-MCE 学習法をカーネル法に適用したカーネル

断を関数形式の誤分類尺度として表現する．その尺度は

最小分類誤り（KMCE: Kernel Minimum Classiﬁcation

まず，Cy に属する x に対して

Error）学習法の性能分析 14,

15)

（4 節），LGM-MCE

dy (x; Λ) = −gy (x; Λ) + max gj (x; Λ),

学習法の中核をなす誤分類尺度空間における確率関数

j,j̸=y

の推定精度を向上させるための重み付きパルツェン推

(2)

と定義され（後出の尺度との区別のため，関数マージン

定法の検討 16) （5 節），gLasso（group Least absolute

（FM: Functional Margin）型誤分類尺度と呼ぶ），続

shrinkage and selection operator：グループラッソ）正

いて一般の識別関数に対して定義された幾何マージン r

則化と呼ばれるネットワークサイズ減少手段を用いる

（図 1 参照）を用いて

DNN ハイブリッド予測器のモデルパラメータ数削減法
17)

（6 節）などの研究を重点的に行った．以下，各節に

Dy (x; Λ) =

おいて，これらの要点を報告する．なお 2 節には，報告

dy (x; Λ)
||∇x dy (x; Λ)||

≈ −r

(3)

内容の基盤となる LGM-MCE 学習法の要点を説明する

と定義される（関数マージン型との対比で幾何マージン

便宜のため，2015 年度の成果報告書の 2 節 18) を一部変

型誤分類尺度と呼ばれることもある）．ここで，r は，図

更して再掲している．

1 に見られるように，クラス境界（太線）に最近傍のパ
ターン標本 x̄ と境界との距離である．図中 x∗ は，x̄ か

本稿で報告する実験は，例えば音声時系列データなど，

ら境界におろした垂線と境界との交点である．なお，図

車載センサデータなどとは異なるデータを用いている．

は 2 次元のベクトル空間を想定して描かれているが，式

しかし，このデータ種の違いは，解決すべき技術課題に

(3) は，次元数を問わずに成立する．
誤分類尺度は，関数マージン型あるいは幾何マージン

も，またそれに向けたアプローチにも大きく影響しない

型の選択にかかわらず，その正値が誤分類判断を，負値

ことを付け加えておく．
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Fig. 2. 平滑な分類誤り数損失. 図中横軸は dy の関数
マージン型誤分類尺度となっているが, 幾何マージン型
誤分類尺度 Dy の場合も, 全く同様に定義される. また
m̂ は各分類判断に伴う判断の確からしさを表す量で，そ
の最小値が幾何マージン r に等しい. 文献 [1] から転載.

Fig. 1. 一般的な識別関数のための幾何マージンの概念.
文献 [1] から転載.

が正分類判断を表す．LGM-MCE 学習は，図 2 に示す
平滑な分類誤り数損失を用いて，学習用データ上におけ
る経験的平均損失の最小化を行う．図 2 に示すように，
尺度の負の領域に現れる分類判断に伴う距離 m̂ は幾何
マージンに対応する量を表す．x が固定次元ベクトルパ
ターンの場合，誤分類尺度が 1 次元の量であるにもかか
わらず，この尺度上に現れる距離 m̂ はそのパターンベ
クトル空間における幾何学的距離に等しいことが示され
ている．従って，平滑な分類誤り数損失の最小化を目指

Fig. 3. 3 状態-2 プロトタイプから成る状態遷移型モデ
ルを用いて長いセグメントのためのモデルを構成する概
念図. 文献 [9] から転載.

（更
す予測器クラスモデルパラメータ Λ の更新（学習）
新に伴う図 2 の横軸に沿った左側への移動）は，損失の
最小化と幾何マージン* の最大化を同時に目指すことに
なる．

タイプを持つマルチプロトタイプ状態遷移型モデルとす

なお，関数マージン型と幾何マージン型のいずれにお

るとき，可変長時系列パターン入力 xT1 に対する Cj に

いても，入力パターン x に対する平滑分類誤り数損失

対する識別関数は，

ℓy ( )（図 2）を多数の標本上で求める経験的平均損失の
最小状態が，クラス予測判断の理想状態であるベイズリ

gj (xT1 ; Λ)

スク状態（最小分類誤り確率状態）にパルツェン推定の
意味で近づくことが知られている．

=−

T
∑
t=1

φ

,θ

j,t j,t
∥ xt − ri(φ
∥2 ,
j,t ,θj,t ,t)

(4)

のように与えられる．ここで，xt は，長さ T の入力ベク
トル系列中の t 番目の固定次元特徴ベクトルである．φj,t
と θj,t はそれぞれ，
（xt と同次元数をもつベクトルであ

大幾何マージン最小分類誤り学習法を用いる時系列
データのクラス予測

3

3.1

φ

xt に最小累積距離経路に沿って対応づける，サブクラス

概要

指標と状態指標である．また，サブクラスモデル φj,t の

センサデータ等の時系列データのクラス属性を正確に

状態 θj,t における識別関数値を決定するプロトタイプ指

予測する予測器の実現を目指し，図 3 に例示するような

標，即ち xt に対する最近傍プロトタイプは，サブクラス

状態遷移型クラスモデルのための LGM-MCE 学習法が
導出されている

8)

h の状態 s に対して i(h, s, t) = arg minIi=1 ∥ xt − rh,s
∥2
i

．入力時系列パターンが属するクラス

のように決定される最近傍プロトタイプ指標 i(h, s, t) を

は，入力パターンの時間長変動に柔軟に対処するため，

用いて決定される．なお，最小累積距離経路は，動的計

複数のサブクラスの連結によって定義される．各サブク

画法によって求められる．

ラスを，S 状態からなり，各状態において I 個のプロト
∗

,θ

j,t j,t
を入力中の特徴ベクトル
る）プロトタイプ ri(φ
j,t ,θj,t ,t)

クラスモデルパラメータ Λ の更新式は，式（4）の定義

“クラス境界に近づき過ぎない” という意味で，クラス境界から
の幾何学的距離の大きさが幾何マージンと呼ばれている．

を忠実に，確率的勾配降下（SGD: Stochastic Gradient

100

Descent）法あるいは RPROP 法に基づく損失最小化手

Table 1. ハイパーパラメータ設定 (Epoch 数: 50，Hyper Pa. はハイパーパラメータ). 文献 [13] から転載.

順に反映させることで導出される．詳細は，文献 [8][9][13]
を参照されたい．

3.2

評価実験

更新方法

Hyper Pa.

FM-MCE 法

LGM-MCE 法

SGD

損失関数の傾き
学習係数

1.0 ～ 8.0 (0.5 刻み)
0.5 ～ 4.0 (0.5 刻み)

10 ～ 80 (10 刻み)
0.1 ～ 1.2 (0.1 刻み)

RPROP

損失関数の傾き
更新量の初期値

1.0 ～ 8.0 (0.5 刻み)
2n (n=-4,-3,...,1)

10 ～ 80 (10 刻み)
2n (n=-4,-3,...,1)

上記の LGM-MCE 学習法の効果を検証するため，先
行研究の実験を拡張した評価実験を行った．実験課題は，
国立情報学研究所が提供している ETL-WD-I&II データ
セットを用いた音声単語分類であった** ．予測すべきク

Table 2. ハイパーパラメータ設定 (Epoch 数: 100，Hyper Pa. はハイパーパラメータ). 文献 [13] から転載.

ラス数（単語クラス数）は 984 で，クラスモデルの学習
に 5904 標本を用い，学習結果の試験に 13776 標本を用
いた．即ち，合計 19680 個の標本群を学習用と試験用と
に 2 分割したホールドアウト法による評価を行った．

更新方法

Hyper Pa.

FM-MCE 法

LGM-MCE 法

SGD

損失関数の傾き
学習係数

0.5 ～ 8.0 (0.5 刻み)
0.5 ～ 4.0 (0.5 刻み)

5 ～ 50 (5 刻み)
0.4 ～ 2.0 (0.2 刻み)

RPROP

損失関数の傾き
更新量の初期値

0.5 ～ 8.0 (0.5 刻み)
0.2 ～ 0.5 (0.1 刻み)

5 ～ 50 (5 刻み)
0.2 ～ 0.5 (0.1 刻み)

各音声時系列パターンは，12 次元の MFCC (Mel-

Frequency Cepstrum Coeﬃcient) とそのパワー，さら
にそれらの 1 次微分値を合わせた 26 次元の音響特徴ベ

を達成することが期待される．一方，未知標本耐性が低

クトルの系列で表現した．

い学習法に依る予測器は，学習標本に対して高い予測精

サブクラスに対応する音素モデルクラスは，各状態

度をもたらすとき，試験標本に対して高い予測精度を達

が 3 プロトタイプを持つ 3 状態の状態遷移モデルで構成

成するとは限らない．こうした理解に基づき，学習用標

した（背景音クラスのみ，1 プロトタイプ・1 状態モデ

本に対して最も高い予測精度をもたらすようにハイパー

ルを採用した）．また，LGM-MCE 学習の初期化には

パラメータを調整した学習を通して得られた予測器を

Segmental K 平均法を用いた．

用いて，試験用標本に対する予測精度を観測した．得ら

LGM-MCE 学習に用いるハイパーパラメータとその

れた試験標本に対する予測精度を表 3 と表 4 まとめる．

設定法の概要を表 1 に示す．表中，“損失関数の傾き”

なお比較のため，いずれの表にも，LGM-MCE 学習法

は仮想標本生成効果を制御する．“学習係数” や “パラ

に加えて FM-MCE 学習法（FM 型誤分類尺度を用いる

メータ更新量の初期値”，“エポック*** 数” は，損失の最

MCE 学習法）による結果も加えている．

小化，言い換えれば学習の進捗を制御する．損失傾きを

Table 3. 予測精度（%）の比較 （エポック数：50，FM
法および LGM 法は，それぞれ FM-MCE 学習法と LGMMCE 学習法）. 文献 [13] から転載.

自動的に最適設定する手法を並行して研究しているもの
の 5,

6, 19)

，他のハイパーパラメータは実験的に設定す

る必要があり，今期の実験においても表中に示すように
一定の粒度で値を変更する実験を通して試行錯誤的に設

学習標本

定した．なお，エポック数は，予備実験を通して，ほぼ

試験標本

十分な学習進捗が期待できる 50 と，学習標本に対する

FM 法
(SGD)

LGM 法
(SGD)

FM 法
(RPROP)

LGM 法
(RPROP)

99.93
92.06

99.95
93.46

99.86
90.80

99.85
92.61

過剰適応が生じ易いと考えられる 100 との 2 つの値と
した．

SGD 法は，学習係数の適切な設定が必要ではあるも

原理的に，未知なる試験用標本に対する予測精度は観

のの，損失の勾配情報を用いる忠実な損失最小化を目指

測が難しい．学習用標本に対する予測精度から試験用標

す．一方，RPROP 方は，SGD 法の学習係数設定の厄

本に対する予測精度を推定するしかない．高い未知標本

介さを避け，損失の勾配の方向情報のみを用いる，やや

耐性を持つ（高いベイズリスク推定力を持つ）学習法に

粗い損失最小化を行う．結果的に，SGD 法の方が学習

よって学習された予測器は，学習標本に対して高い予測

標本への過剰適応を引き起こし易くなる傾向がある．し

精度をもたらす場合に試験標本に対しても高い予測精度

かし，それは決して RPROP 法の優位性を保証するも

∗∗

∗∗∗

のではない．仮に RPROP 法の結果が過剰適応を軽減

http://research.nii.ac.jp/src/ETL-WD.html
全学習標本を一度ずつ用いてパラメータ更新を行う学習繰り返し
の基本単位

したとしても，それは “最小化の粗さ” の副産物に過ぎ
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れていることを前提（例えば，パターンを “なんらかの

Table 4. 予測精度（%）の比較 （エポック数：100，
FM 法および LGM 法は，それぞれ FM-MCE 学習法と
LGM-MCE 学習法）. 文献 [13] から転載.

学習標本
試験標本

FM 法
(SGD)

LGM 法
(SGD)

FM 法
(RPROP)

LGM 法
(RPROP)

99.98
90.53

99.98
92.00

99.92
92.61

99.93
92.15

方法で観測された” 結果からなる数値の集まりとするな
ど）とし，その与えられた表現法によるパターンの空間
内における最小の誤り確率の状態，すなわちベイズリス
ク状態の達成が目指される．これに対し，利用者の期待
は，そのベイズリスクがゼロになるパターン表現法をも
実現し，そのゼロリスク状態に対応する予測器を達成す
ることにある．

ず，軽減量を的確に制御できるとは限らない．

上記のようなゼロリスク状態，あるいはベイズリスク

表 3 と表 4 のいずれからも，SGD 法を用いた場合の

が小さい状態に対応するパターン表現法を目指す 1 つ

LGM-MCE 学習法の優位性を読み取ることができる．

として，カーネル写像によってそうしたリスク減少を

特に，過剰適応が発生している可能性が大きい 100 エ

目指すサポートベクターマシン（SVM: Support Vector

ポックの学習を行った場合，FM-MCE 学習法と LGM-

Machine）が広く用いられている．しかし，この SVM

MCE 学習法のいずれもが学習標本に対して全く同等の

法は，ベイズリスク状態とは直接的でないヒンジ損失

99.98%を示しているにもかかわらず，試験標本に対して

を用い（ゼロリスク状態とは限らないため，この非直接

は LGM-MCE 学習法が FM-MCE 学習法に対して 1%以

性は望ましくないと考えられる），また学習によっても

上高い精度を達成していることは注目に値する．

たらされるサポートベクター（予測器クラスモデルの一

RPROP 法を用いた表 4 の結果は，FM-MCE 学習法

部）数が膨大になるスケーラビリティの問題をもつなど，

が LGM-MCE 学習法に勝った様子を示している．しか

まだ改良すべき点を抱えている．

し，この優劣は表 3 では大きく逆転しており，一貫性に

こうした問題意識に基づき，LGM-MCE 法とカーネ

欠ける．少なくとも学習の過剰適応問題や未知標本耐性

ル法を組み合わせた KMCE 法を導出し，その評価を行っ

問題を調査する際には，RPROP 法の利用は必ずしも適

てきた 10) ．そして特に今期は，この KMCE 法に関す

切でないように考えられる．

る体系的な評価実験を行い，KMCE 法が SVM 法のス

上記の評価実験の結果から，可変長時系列データのク

ケーラビリティの問題を明確に改善し得ることを明らか

ラス予測においても，LGM-MCE 学習法がそのベース

にし，また SVM における（サポートベクターに対する）

ラインとなった FM-MCE 学習法よりも効果的であるこ

重みベクトルとパターン標本分布の複雑さ（予測課題の

とを確認することができた．

難易度）との関連を分析した 14,

15)

．

以下に，説明に必要と思われる SVM 法と KMCE 法

4
4.1

カーネル最小分類誤り学習法の性能分析

の手続きを概説する．
式（1）のクラス予測問題において，まず，このカーネ

サポートベクターマシンと KMCE 法の概要

ル法の代表である SVM 法，特に報告者らが一貫して用

言うまでもなく，利用者にとって理想的なクラス予測

いている多クラス SVM（MSVM: Multi-class Support

器は，与えられる入力パターンの全てを正しくクラス予

Vector Machine）の識別関数は

測するものである．しかしその一方，LGM-MCE 学習
法や DNN を用いる予測も包含する統計的（あるいは機

gj (x; Λ) = wj · ϕ(x)

械学習に基づく）アプローチにおけるクラス予測器学習

(5)

のように与えられる．ここで ϕ(·) はカーネルによって

の目標は，ベイズリスク状態に対応する，予測誤り確率

陰に定義される非線形写像関数であり，wj は重みベク

を最小とするクラスモデルの実現にあるとされている

トルである．カーネルトリックと呼ばれる効率的な計算

（2 節参照）．そこでは，予測誤りの存在が前提とされ

手順の恩恵を受け，式（5）は

ている．利用者が望む理想状態と予測器学習が目指す理
想状態との間にあるこの隔たりは，入力パターンの表現

gj (x; Λ) =

に関する立場の違いに依る．一般に，予測器のクラスモ

N
∑

τn,j K(x, xn )

(6)

n=1

の，現実的に計算が可能な形式に変換される．ここで xn

デル学習においては，パターンの表現法は事前に定義さ
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は N 個の学習ベクトル標本 {xn }N
n=1 であり，τn,j は Cj

線形分離可能（ゼロリスクでもある）になるとは限らな

用の xn に対応する重み係数，K(x, xn ) は xn に対応す

い．そうした現実において，ベイズリスクの状態とは一

るカーネルである．カーネルの出力に関し，式（6）の

貫性をもたないヒンジ損失の最小状態は高精度なクラス

識別関数は線形となる．ここで，{wj }Jj=1 は係数ベクト

予測の観点で最良とは限らない．KMCE 法は，この問
題に対処すべく，MSVM 法で学習された式（6）の重み

ルである．最適化の対象となる分類器パラメータ Λ は，

この係数ベクトル

{wj }Jj=1

{τn,j } とサポートベクター {xn } を学習対象モデルパラ

とカーネルの特性を決定す

メータとする LGM-MCE 学習法として開発された 10) ．

る制御パラメータ（例：ガウスカーネルのカーネル幅）
である．

4.2

ヒンジ損失の最小化と幾何マージンの最大化（重み

評価実験：概要

MSVM 法は，学習対象パラメータをカーネルにかか

ベクトルノルム ∥wj ∥ の最小化に相当する）を目指す

MSVM の学習は，すなわち係数ベクトル {wj }Jj=1 の最

る重み係数のみとし，カーネルを決定するサポートベク

適状態の探索は，N 個の学習用標本対 {(xn , yn )}N
n=1 上

ターは学習標本そのものに固定していた．また，サポー

で行われる次式の制約付き最小化問題の解法として定義

トベクターの数は学習を通して自動的に決まり，一般に

される（yn は学習標本 x が属するクラスの指標）．

その数は多くなるという欠点，いわゆるスケーラビリ

minimize

{w j },{ξn }

{

}
J
N
∑
β∑
2
∥wj ∥ +
ξn ,
2 j=1
n=1

ティの問題を抱えていた．一方 KMCE 法は，カーネル
を決定するプロトタイプの数を，学習とは独立に定める
ことができ，プロトタイプの位置も学習によって最適化

(7)

することができる．そのため，KMCE 法は MSVM 法
のサポートベクターよりも少数のプロトタイプを用い

subject to : ∀n, j

た場合においても，高い分類能力を達成し得ることが期

wyn · ϕ(xn ) + δyn ,j − wj · ϕ(xn ) ≥ 1 − ξn ,

待できる．この点を検証するため，まず，MSVM 法に

ここで，δyn ,j は，yn = j のとき 1 に，yn ̸= j のとき 0

よって学習された分類器を用意し，そこからサポートベ

はスラック変数（ヒンジ損失に相当），β は正の正則化

に対応する重み係数に対して KMCE 学習を行った．

になる，Kronecker のデルタ関数である．また，{ξn }N
n=1

クターの削減を行い，残されたサポートベクターとそれ

定数である．一方，カーネルの特性を制御する，カーネ

サポートベクターの削減は，MSVM 法で得られた各

ル幅などのパラメータは，学習標本群と別に用意する評

サポートベクターに対応する重みベクトルのノルムの

価標本群などを用いて，実験的あるいは試行錯誤的に求

大きさを基準に行った．具体的には，サポートベクター

められる．

xn に対応する重みベクトル τ n が，ある閾値 T に対し

しかし一般に，式 (7) はそのまま直接解かれることは

て，∥τ n ∥ ≥ T となる場合は，そのサポートベクター

ない．実際の最適状態の探索は，式 (7) の双対形式を通

と重みを残し，それ以外の場合は削除した．つまり，サ

して行われ，結果的に，重みベクトル τn = {τn,j } の中

ポートベクターの中でも，より識別関数値の決定に影

に τn ̸= 0 となる重み係数と τn = 0 となる重み係数と

響が大きいものを残すこととした．なお，∥τ n ∥ の取り

が生成される．後者に対応する学習標本は識別関数の値

得る値の範囲は，双対形式の最適化における制約より，
√
0 ≤ ∥τ n ∥ ≤ 2 となる．

に貢献せず，前者のみが識別関数値の決定に関与する．
この関与する学習標本が，いわゆるサポートベクターで

また，比較のため MSVM 法においても同様に，削減

ある．

後に残ったサポートベクターに対して再学習をして得ら

仮に写像された特徴空間が線形分離可能であれば，上

れた，小規模な予測器の評価を行った．ただし MSVM

述の MSVM 学習は幾何マージンを最大とする（幾何

の場合，その学習手続き上，残ったサポートベクターを

マージン最大の意味で高い未知標本耐性をもつ）線形ク

新たに学習標本とする形でしか再学習を行えないため，

ラス境界をもたらす．しかしながら，たとえ無限次元の

本実験においてはそのような方法で再学習を行った．

空間に写像されても1 ，多くの現実のパターンデータは
1

なお，MSVM 法と KMCE 学習法のいずれにおいて

実際にクラス境界が引かれる空間は，その次元数がサポートベク
ターの個数に等しい有限次元の空間となる．

も，ガウスカーネルを用いた．
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4.3

評価実験：データおよびその利用法

はり明確に KMCE 法の優位性を読み取ることができる．

実験に使用したデータセットは，MNIST データセッ

以上から，基本的に KMCE 法は，MSVM 法の高い予

トと，UCI Machine Learning Repository が提供する

測性能を維持したまま小さな予測器を実現し得る，すな

Letter Recognition データセット（以下 LR データセッ

わち MSVM 法のスケーラビリティの問題を軽減し得る

ト），Abalone データセット，および Satimage データ

学習法であると判断できる．

セットの 4 つであった．

Table 5. KMCE 学習法の結果（MNIST データセッ
ト）. 文献 [15] から転載.

評価方法には Hold Out 法を採用し，それぞれのデー
タセットを，学習用と検証用，試験用の 3 つに分割して

T
削減なし
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5

評価を行った．カーネル幅などのハイパーパラメータは
検証用標本を用いて設定した．

4.4

評価実験：結果と考察

MNIST データセットに対する KMCE 法と MSVM 法

サイズ
807
648
456
275
152
80

学習用
100%
100%
100%
100%
99.9%
99.6%

検証用
91.13%
91.14%
90.20%
89.45%
88.88%
88.37%

試験用
91.94%
91.91%
90.99%
90.33%
89.61%
89.13%

の実験結果を表 5 と表 6 にそれぞれ示す．表中，左端の

“T ” はサポートベクターを削減する際に用いた閾値を，
“サイズ” は残ったサポートベクター（プロトタイプ）の

Table 6. MSVM 法の結果（MNIST データセット）.
文献 [15] から転載.

数を示している．また，学習用と検証用，試験用の欄に

T
削減なし
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5

ある数字は，それぞれの標本群に対する予測率（%）で
ある．なお，本稿中の全ての予測率は，検証用標本に対
して最も高い予測率を記録したときの予測器によって
得られたものである．各表において，最上段の “削減な

サイズ
807
648
456
275
152
80

学習用
100%
100%
100%
93.5%
53.5%
31.2%

検証用
91.38%
91.41%
90.97%
84.27%
50.16%
30.93%

試験用
92.13%
92.16%
91.66%
84.52%
49.64%
30.33%

し” は，サポートベクターの削減を行わずに，MSVM
法によって得られたサポートベクターを全て予測器パラ
メータとして残したことを意味している．同様に，LR

Table 7. KMCE 学習法の結果（LR データセット）.
文献 [15] から転載.

データセットに関する KMCE 法と MSVM 法の結果を
それぞれ表 7 と表 8 に，Abalone データセットに対する

T
削減なし
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6

KMCE 法と MSVM 法の結果をそれぞれ表 9 と表 10 に，
Satimage データセットに対する KMCE 法と MSVM 法
の結果をそれぞれ表 11 と表 12 に示す．
これらの表を俯瞰することによって，実験結果を以下
のように要約することができる．まず，MNIST データ

サイズ
807
696
591
485
399
328
276

学習用
100%
99.9%
99.9%
99.5%
99.1%
99.6%
99.3%

検証用
83.27%
82.87%
82.94%
82.55%
82.48%
81.91%
81.77%

試験用
82.68%
82.82%
82.67%
82.08%
81.96%
81.48%
81.24%

セットと LR データセットにおいては，KMCE 法は高い
予測能力を維持したまま，MSVM 法によって得られた
予測モデルサイズよりも明確に小規模な予測器の作成に

MSVM 法における重みベクトルとパターン標
本分布の複雑さとの関連

成功している．一方，Abalone データセットと Satimage

得られた実験結果は，学習標本の分布の複雑さと重み

データセットをにおいては，予測能力を維持したまま予

ベクトル τ n の各要素が取る値に何らかの関係があるこ

測器のモデルサイズの削減に成功したとは必ずしも言え

とが示唆している（表 5～表 12 の T の値を参照）．こう

ない結果となった．しかし，標本が複雑に分布するよう

した点を踏まえ，重みベクトル τ n とサポートベクター

なクラス予測が困難な課題においては，サイズが大きい

との関係を分析した．得られた結果は以下のように要約

（表現力が大きい）クラスモデルが必要となるのは自然

することができる．すなわち，MSVM 法に伴う制約式

4.5

である．こうした観点で表 9 から表 12 を観察すると，

等の関係から，学習標本 xn とそれに対応する結合係数

モデル削減後の MSVM 法では Satimage データに対す

τn,j は，以下の 3 つの場合のいずれかの状態にあること

る予測ができなかったなど（表 12 における “—”），や

になる．
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Table 8. MSVM 法の結果（LR データセット）. 文献
[15] から転載.
T
削減なし
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6

サイズ
807
696
591
485
399
328
276

学習用
99.8%
99.8%
96.9%
87.9%
78.7%
68.7%
61.8%

検証用
83.26%
83.22%
80.48%
72.49%
65.20%
55.88%
50.58%

Table 10. MSVM 法の結果（Abalone データセット）.
文献 [15] から転載.

試験用
82.44%
82.36%
79.96%
71.69%
64.26%
55.66%
50.66%

T
削減なし
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4

Table 9. KMCE 学習法の結果（Abalone データセッ
ト）. 文献 [15] から転載.
T
削減なし
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4

サイズ
825
821
800
790
784
778
776
670

学習用
65.3%
66.0%
65.8%
65.5%
65.7%
64.5%
62.8%
64.5%

検証用
65.6%
65.5%
63.8%
63.6%
63.8%
63.0%
62.0%
62.6%

サイズ
825
821
800
790
784
778
776
670

学習用
65.7%
65.5%
66.3%
59.2%
57.4%
56.1%
56.0%
45.5%

検証用
65.6%
65.5%
65.2%
57.6%
57.0%
54.8%
54.6%
42.4%

試験用
64.9%
64.8%
65.4%
57.2%
56.6%
54.7%
55.2%
46.7%

Table 11. KMCE 学習法の結果（Satimage データセッ
ト）. 文献 [15] から転載.

試験用
64.8%
65.4%
64.1%
63.9%
64.1%
63.4%
61.6%
62.0%

T
削減なし
1.0954451150105
1.09544515
1.09545
1.0955

サイズ
773
506
402
305
221

学習用
99.8%
99.8%
64.0%
63.8%
70.4%

検証用
80.7%
80.7%
52.1%
52.2%
59.4%

試験用
78.2%
78.2%
51.0%
51.0%
55.7%

めて少ないのが分かる．つまり，学習標本数の 80%程度

1. 正解クラス指標 yn において τn,yn = 0 ならば，

あったサポートベクターのほとんどが，マージン境界上

ηn,yn = 1 であり，関数マージン値が 1 以上でヒ

に乗っており，マージン境界の内側に存在する標本はわ

ンジ損失値が 0 となる．つまり，xn はかなりの正

ずかであるということになる．このことから，MNIST

分類となっている．また，τn,yn = 0 より，xn はサ

データセットと LR データセットは，標本の分布がクラ

ポートベクターではない．

ス間で分離していて，分類課題としては比較的易しい
データセットであるということが予想される．一方で，

2. 正解クラス指標 yn において 0 < τn,yn < 1 ならば，

Abalone データセット（得られたプロトタイプの数：825）

0 < ηn,yn < 1 であり，関数マージン値が 1 となる．

と Satimage データセット（得られたプロトタイプの数：

つまり，xn は正分類であり，かつ，マージン境界

773）においては，サポートベクターのほとんどがマー

上に乗っている．また，サポートベクターとなる．

ジン境界の内側に存在しているということになる．この

3. 正解クラス指標 yn において τn,yn = 1 ならば，

ことから，この 2 つのデータセットは標本の分布が複雑

ηn,yn = 0 であり，関数マージン値が 1 以下とな

で，分類課題としては難しいデータセットであると予想

る．つまり，xn はマージン境界の内側にある．た

される．

だし，正分類か誤分類かどうかは不明．サポートベ
クターとなる．

5

以上の結果を利用することで，ある学習標本 xn に対
して，重み係数 τn,yn の値を見ることで，xn が特徴空

標本重み付きパルツェン推定を用いる LGM-MCE
学習法

5.1

間上のどこに位置しているかについて，上述の 3 つの場

概要

LGM-MCE 学習法におけるベイズリスク推定の鍵の

合のいずれかに分類することができる．

1 つは，図 2 に示す平滑分類誤り数損失の利用にあり，

本実験で扱った 4 種のデータセットに関してそれぞ

特に，その平滑度の設定は重要である．一般に，この平

れ，τn,yn = 1 となっている xn の数を表 13 にまとめ

滑分類誤り数損失は，

た．MNIST データセット（得られたプロトタイプの数：

807）と LR データセット（得られたプロトタイプの数：

ℓ((Dy (x; Λ); α) =

807）においては，τn,yn = 1 となっている xn の数が極
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1
,
1 + exp(−α(Dy (x; Λ))

(8)

滑分類誤り数損失の平滑度を決める（Cy の）パラメー

Table 12. MSVM 法の結果（Satimage データセット）.
文献 [15] から転載.
T
削減なし
1.0954451150105
1.09544515
1.09545
1.0955

サイズ
773
506
402
305
221

学習用
99.8%
98.0%
—
—
—

検証用
80.7%
79.1%
—
—
—

タ αy とパルツェン窓幅 hy とは

試験用
78.2%
75.9%
—
—
—

αy = √

4
2πhy

(11)

のように関係づけられる．こうして，平滑分類誤り数損
失の平滑度 αy を適切に求めることで，誤分類尺度上に
おけるベイズリスク推定の重要な要素をなすパルツェン

Table 13. τn,yn = 1 である xn の数.
データセット名
MNIST
LR
Abalone
Satimage

学習標本数
1000
1000
1045
800

窓の窓幅を適切に決定することができることになる．

τn,yn = 1 である xn の数
0
82
772
762

元々，学習におけるハイパーパラメータの存在は，学
習用標本群の他に検証用標本群の確保を求め，その結
果として学習における標本データの利用効果を低下さ
せ，かつ学習手続きを煩雑なものにするなど，やっかい
な問題であり続けてきた．こうした状況を受け，報告者

のようにシグモイド関数によって定義される．ここで，

らは，利用可能な標本データの分割比率が学習結果の評

α は損失平滑度を決定する正の定数である．α が大きい

価に（望ましくない形で）影響することを明らかにし，

ほど損失は 2 値（0-1）の理想的な（ベイズリスク状態

LGM-MCE 学習が持つ未知標本耐性がこの問題に対す

に対応する）分類誤り数損失に近づく．しかしその一方

る一定の効果をもつことを指摘してきた 20,

で，有限量の学習標本しか利用できない現実の学習手続

21)

．そして

特に，LGM-MCE 学習法（のベイズリスク推定）におい

きにおいては，以下に示す，誤分類尺度空間におけるパ

て重要な役割を果たす平滑分類誤り数損失の平滑度 αy

ルツェン推定によるベイズリスクの推定に適した平滑度

については，クラス別あるいは全クラス共通に自動的に

が設定されることが望まれる．

推定する方法を開発するなどして，その問題の解決を試

J Ny ∫
1 ∑ ∑ ∞ 1 ( t − Dy (xyn ; Λ) )
dt.
RN (Λ) =
ϕ
N y=1 n=1 0 hy
hy

みてきた 5,

6, 19)

．

パルツェン推定は，与えられた標本の周囲に，窓関数

(9)

が定義する確率の大きさで仮想標本が存在することを仮

ここで，N は学習標本数であり，J はクラス数，Ny は

定し，その仮想標本全体を用いて分布関数を推定する手

クラス Cy に属する学習標本の数， xyn は Cy の n 番目

法である．正確な推定を行うため，実標本の数が限られ

の学習標本，ϕ はパルツェン窓（核）関数，hy はクラ

るときは窓幅を広く設定し，その数が増えるにしたがっ

ス別に設定される Cy 用のパルツェン窓幅である．すな

て窓幅をゼロに近づける．当然ながら，推定の精度は，

わち，この hy がパルツェン推定の意味で適切に設定さ

実標本が多い方が高くなる．しかし一般に標本は，クラ

れていれば，標本数 N の増加に伴い，リスクの推定値

ス境界付近よりも，パターン空間において各クラスが占

RN は真のベイズリスクに近づくことが明らかにされて

める中心的な領域に多く，クラス境界付近では限られる

おり，この hy に対応して決まる損失
∫ ∞
1 ( t − Dy (xyn ; Λ) )
dt.
ℓy (Dy (x; Λ)) =
ϕ
hy
hy
0

ことが多い．従って，LGM-MCE 学習法がクラス境界
付近の標本に着目する学習を行うように，そこで用いる

(10)

平滑分類誤り数損失の平滑度の推定もクラス境界付近

を用いた LGM-MCE 学習による予測器クラスモデルパ

の（一般に数が限られる）学習標本に重きをおくべきで

ラメータ Λ の最適化が望まれることになる．

ある．

一般のパルツェン推定と同様に，上記のベイズリスク

上記の問題意識に基づき，先行して開発したクラス別

推定においても様々な型のパルツェン窓を用いることが

の平滑度推定法 5,

できる．しかし，図 2 に示すような平滑分類誤り数損失

標本の貢献が大きくなるような重みをつけるパルツェン

に対応し，かつ計算が容易な窓型として，ガウス分布関

推定を適用した，新しい平滑度推定法を提案した 16) ．手

数に類似のベル型窓を用いることが多い．そのとき，平

法の定式化は，以下のクラス別平滑度推定の枠組みから
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6)

に，標本分布が疎な領域における

始まる．

5.2

pˆy (z; hy1 , ..., hyNy )

Ny
1 ∑ 1 ( z − zny )
,
=
ϕ
Ny n=1 hyn
hyn

開発した標本重み付きパルツェン窓幅推定法を用いる

(12)

LGM-MCE 学習法の効果を評価した結果を表 14 に示
す．表には，比較のため，従来の（各クラス内で共通の

ここで，hyn は Cy の n 番目の学習標本に対する窓幅を

幅として自動的に設定された）固定窓幅を用いた結果も

表し，z = Dy (xy ; Λ)，zny = Dy (xyn ; Λ) である．クラス

示している．表中の予測精度は，学習係数 µ0 を制御し

毎に窓幅 hy を推定することに代え，標本毎に窓幅 hyn を

て得られた学習標本に対する最も高い精度と，そこで用

推定することを目指す．

いた予測器を試験標本に適用して得た精度である．

しかし，学習標本毎に新たなハイパーパラメータ hyn
を推定するのは，明らかに学習標本に対する過剰適応の

Table 14. クラス別に固定された窓幅を用いた予測結果
と標本重み付き窓幅を用いた予測結果の比較．
（LR デー
タセット，µ0 は学習係数の値，k はクラス毎のプロトタ
イプ数.） 文献 [16] から転載.

問題を引き起こし，望ましくない．この問題を解決する
ため，手法は，以下の

∀y ∈ [1, Cy ], ∀n ∈ [1, Ny ], hyn = hy wny

学習標本に対する予測精度（%）
k 固定幅 (µ0 ) 重み付き (µ0 )
1 89.50 (2−4 )
90.50 (2−5 )
3 99.20 (2−3 )
98.70 (2−1 )
−1
99.80 (2−2 )
5 99.80 (2 )
7 100.0 (2−1 )
100.0 (2−1 )
9 100.0 (2−1 )
100.0 (2−1 )

(13)

に示す，クラス内共通の要素 hy と標本分布の密度に基
づいて自動的に決定する標本別の要素 wny とへの分割を
利用する．詳細は省略するが，結果的に得られた平滑度
推定アルゴリズムを Algorithm 1 に示す．

Input: k = 0, hy (0) ; ∀n ∈ [1, Ny ], wn (0) = 1
(k+1)
Output: hy (k+1) , {wiy }i=[1,Ny ]
1

2

∀n ∈
3

4

5

6

7
8

試験標本に対する予測精度（%）
k
固定幅
重み付き
1
75.36
74.24
3
76.73
78.44
5
77.38
76.70
7
76.62
77.46
9
74.93
75.99

while convergence condition not reached do
/* Step 1: Computations of weights
{wiy }(k+1)
*/

[1, Ny ], wny (k+1)

where g =

{∏

Ny
n=1

=

(

評価実験

)−η
p̂(xyn , {hyi }(k) )
g
(14)

表から，試験標本に対して最も高い予測精度 78.44%
を達成し，かつ異なるモデルサイズ（プロトタイプ数）

)} N1y
(
p̂ xyn , {hyi }(k)

に対しても競合する固定窓幅の推定法を上回る精度をも

// geometric mean
/* Parzen widths update
*/
(k) y (k+1)
y (k+1)
∀n = [1, Ny ], hn
← hy wn
/* Step 2: Estimation of the
common factor hy
*/
Estimate hy (k+1) based on {wiy }(k+1)
// Common Factor Estimation Based
on Cross-Validation Maximum
Likelihood
/* Parzen widths update
*/
∀n ∈ [1, Ny ], hyn (k+1) ← hy (k+1) wny (k+1)
k ←k+1

たらすなど，提案した標本重み付きパルツェン窓幅推定
法を用いる LGM-MCE 学習法の安定した効果を読み取
ることができる．

6

深層ニューラルネットワークを用いる時系列データ
のクラス予測における適応学習

6.1

概要

最近の人工知能ブームで主要な役割を果たす技術の 1
つが DNN である．クラス予測においては，その深層構
造がもつ特徴表現能力が予測精度の向上に寄与し，画像

end
Algorithm 1: 標本重み付きパルツェン窓幅推定法
（Cy を想定した定形化）. 文献 [16] から転載.
9

認識や音声認識，言語処理などの広範な応用分野に適用
されている．
こうした DNN を用いるクラス予測も，前節まで繰り
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返し述べてきたベイズリスク推定の枠内にあることは言
うまでもない．クラス予測器の識別関数を DNN 最終層
のパラメータで構成される非線形（線形の場合もある）
関数と考えれば，最終層の直下の層から下のネットワー
ク部を特徴写像関数と見做すことができる．そのとき，

DNN の高い予測性能は，その特徴写像関数によって，入
力パターン標本群が元々もっていたベイズリスクそのも
のが減少された結果であると解釈し得る．
一方，予測課題が対象とするパターンの生成過程が定
常（時不変）であるとは限らない．そうした現実におい
ては，たとえ（ベイズリスクそのものをさえ小さくする
ような）高い予測能力をもつ DNN を用いても，生成過

Fig. 5. 適応対象モジュールを局在化した深層ニューラ
ルネットワーク特徴写像器の概念. 文献 [3] から転載.

程が非定常に変化する（時変）パターン標本を常に高精
度にクラス予測することは容易ではない．こうした問
題に対処すべく，DNN と隠れマルコフモデル（HMM:

Hidden Markov Model）を組み合わせた DNN-HMM ハ

ち大規模な DNN が用いられることが多い．これは，報

イブリッド型クラス予測器（図 4 参照）のための適応技
術の研究を行ってきた 2,

11)

告者らの SAT-DNN 法にも共通する．しかし，そうした

．

大規模 DNN は，学習対象であるクラスモデルパラメー
タも膨大になり，たとえ学習標本数が大きくとも，学習
標本に対する過剰適応，すなわち未知標本耐性の低下を
招き易い．また明らかに，例えば車載応用等を考えると
き，大規模な予測器は，記憶容量の面でも計算速度の面
でも望ましくない．これらの点を考慮し，DNN の高い
予測能力を維持したままそのサイズを低減する手法の検
討を重ねてきた 11,

12)

．以下，本稿では特に，gLasso 正

則化と呼ばれる手法を用いて SAT-DNN 法の DNN サイ

Fig. 4. DNN-HMM ハイブリッド型クラス予測器の構
成概念図. 文献 [3] から転載.

ズを大幅に低減する手法に焦点を合わせる 17) ．
まず図 6 に，gLasso 正則化で重要な役割を果たす，ネッ

報告者らの適応技術の基本は，適応学習に用いられ

トワークノード間結合における “出力結合” と “入力結

る学習標本が厳しく制限されることを前提として，基

合” の概念を図解する．図から，ネットワーク内部にお

本的に規模が大きな DNN の一部が適応段階において置

ける情報の伝達は，ある層のあるノードの出力に出力結

き換えられることを前提とした DNN 全体の学習を行う

合に付随する重みベクトルを掛け合わせた結果として直

ことにある．この発想が基礎とする概念，話者適応学習

上の層のノード群に向けて行われるか，あるいはある層

（SAT: Speaker Adaptive Training）に基づき，本稿で

の全ノードの出力からなる出力ベクトルに入力結合に付

は提案手法を SAT-DNN 法と呼ぶ

2, 3)

．図 5 に，SAT-

随する重みベクトルを掛け合わせた結果として直上の層

DNN 法における DNN 構造を図解する．図中，縦に並

のあるノードに向けて行われるものと見做し得ることが

べられたモジュールは，適応モジュールが適応時に置き

わかる．当然のことながら，DNN 予測器の動作にとっ

換えられることを前提とした学習の手続きを表現して

て重要な情報の伝達は，比較的大きな値をもつ掛け合わ

いる．

せ結果によって行われるはずである（ゼロに近い値は，

先に述べたように，DNN の高い予測性能は，基本的

上層の計算にほとんど寄与しない．
）．従って，予測器性

にその深層構造に因る．そのため，予測性能の向上を意

能を維持したままネットワークサイズを小さくするアプ

図して，層数も各層におけるノード数も大きな，すなわ

ローチとして，ネットワークの学習段階において，上述
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となる．一方，gLasso 正則化は

wjl
∂Rgroup (Wl )
=
l
∂wj
∥wjl ∥

(19)

となる．式 (18) と式 (19) との比較から，gLasso 正則化
(a) 出力結合

においては，ノルムの値が小さな出力結合の学習による

(b) 入力結合

Fig. 6. ネットワーク結合における出力結合と入力結合
の概念図. 文献 [17] から転載.

更新量が大きくなり，その結果対応する重みベクトルが

の掛け合わせ結果が小さな値を示す場合の出力結合ベク

は，L( ) の最小化に対する寄与が小さな出力を，L( ) の

トルあるいは入力結合ベクトルの大きさ（ノルム）を自

最小化の比較的早い段階において抑制し，さらにその結

動的に小さくする学習法を考えることができる．以下に，

果として L( ) の最小化に大きく寄与する，すなわち重

出力結合の場合を想定して，その手続きの概要を示す．

要な出力を選択的に保存することにつながる．

急速にゼロに収束することを期待できる．その速い収束

学習の基盤は，SAT-DNN 法のこれまでと同様に，ネッ

6.2

評価実験

トワーク出力とそれに対応する 2 値の教師信号（予測対

表 15 に評価実験結果を要約する．実験は，793 話者

象であるセノンクラスの帰属性を表す）との間のクロ

の講演音声からなる TED Talks データセットを用いて

スエントロピー（CE: Cross Entropy）損失の最小化を

行った．データは，それぞれ独立の，774 話者音声デー

目指すものである．本手法では特に，この CE 損失に

タからなる学習標本セットと，8 話者音声からなる検証

gLasso 正則化項を加え，以下の正則化損失を採用する．

標本セット，11 話者からなる試験標本セットに分割し
て用いた．ハイブリッド予測器は，6 層で各層における

1
l L
L(Λ) = E(Λ)+αR̂group ({Wl }L
l=2 )+β R̂L2 (W , {b }l=1 ),

ノード数を 2048 とした DNN 部と文脈依存音響モデル

(15)

とトライグラム言語モデルを用いる HMM 部によって

ここで，Λ は DNN の学習対象クラスモデルパラメー

構成した．DNN 入力パターン（音響特徴ベクトル系列）

タであり，Λ = {{Wl , bl }L
l=1 } と書き表すことができ，

の次元数は 429 であった．評価は，DNN 学習における

E( ) は CE 損失，R̂group ( ) と R̂L2 ( ) はそれぞれ gLasso

具体的な評価基準であるセノンクラスに関する予測精度

正則化項と L2 正則化項，α と β は対応する正則化項の

（SCA: Senone Classification Accuracy）と予測器全体

効果を制御する正の定数，Wl と bl はそれぞれ l 層の

の性能を示す単語誤り率（WER: Word Error Rate）を

重みベクトルとバイアスベクトルである．なお，gLasso
∑Nl−1
正則化項は，Rgroup (Wl ) = j=1
∥wjl ∥ を用いて

R̂group ({Wl }L
l=2 ) =

L
∑

Rgroup (Wl ),

用いて行った．なお，セノンクラス数は 3944 で，単語
クラス数は 179604 であった．
表中の値は，正則化項あるいは評価基準の選択のそれ

(16)

ぞれに対応する精度（%）を示している．また，SCAB と

l=2

WERB ，SCAA ，WERA はそれぞれ，ネットワークサイ

と定義する．また，L2 正則化項は，RL2 (Wl ) = 12 ∥Wl ∥2

ズ削減前（B: Before）のセノンクラス予測精度と，ネッ

と RL2 (bl ) = 12 ∥bl ∥2 を用いて

トワークサイズ削減前の単語誤り率，ネットワークサイ

1
R̂L2 (W1 , {bl }L
l=1 ) = RL2 (W ) +

L
∑

RL2 (bl )

ズ削減後（A: After）のセノンクラス予測精度，ネット

(17)

ワークサイズ削減後の単語誤り率を表している．さらに，

l=1

gLassoO と gLassoI ，L2O ，L2I はそれぞれ，gLasso 正則

と定義する．
上記の正則化の違いによる効果は，その勾配の違いを

化を全層2 の出力結合に適用した場合と，gLasso 正則化

観測することによって明らかになる．通常の損失最小化

を全層の入力結合に適用した場合，標準的な L2 正則化

と同様に，L(Λ) の最小化は，その勾配情報を用いて行

を全層の出力結合に適用した場合，L2 正則化を全層の入

う．L2 正則化においては，例えば
の勾配は，

wjl

力結合に適用した場合を指している．なお，ネットワー

に関する RL2 ( )

クサイズの削減は，重みベクトルのノルム値を効果的に

∂RL2 (Wl )
= wjl
∂wjl

(18)

2
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表 15 中の説明における “全層” は出力層（第 6 層）を除いてい
る．

gLassoO
gLassoI
L2O
L2I

46.2
46.1
45.9
45.9

18.7
18.2
18.6
18.6

46.2
46.1
22.8
8.2

おわりに

7

Table 15. 達成された予測精度の比較 (%). 文献 [17] か
ら転載.
正則化法 SCAB WERB SCAA WERA

数理的ドライバモデル推定の基礎をなす，予測器学習
法の理論とその実験的評価について，特に LGM-MCE

18.8
18.2
42.6
100.0

学習法と SAT-DNN 法に関する成果に焦点を合わせて
要約・報告した．今期は，これらに加えて，極端に時系
列長が短い時系列パターンのクラス予測 22) や，誤分類
尺度上においてベイズリスク状態を達成するための必要
条件の分析 23) 等にも着手した．また，SAT-DNN 法の
研究で培った DNN の実装技術の基礎を紹介する機会を
得ることもできた 24) ．
報告者らの研究課題は，有限から無限を予測するとい
う，本質的に極めて困難なものである．しかし，今期も
一定の成果を得，また究極の目標状態であるベイズリス
ク状態を達成するための必要条件確立に関する萌芽も見
えてきた．これらを基盤として，課題解決に向けた努力

Fig. 7. gLassoO と gLassoI における各中間層における
残存ノード数. 文献 [17] から転載.

を進めて行く予定である．
本研究の一部は「科学研究費助成事業・基盤研究（B）

26280063」の支援のもとに行われたものである．ここに
記して謝意を表する．

減少させる gLasso 正則化の結果を基に行い，gLassoO
においては DNN 全体から 3161 ノードを削減（DNN 中
間層における残りノード数は 7079）し，gLassoI におい
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Detection of Passenger Anxiety Using Blinking Behavior Model
Based on Point Process
Taichi GOTO*, Chiyomi MIYAJIMA*, Eijiro TAKEUCHI*, Kazuya TAKEDA*

Driver’s gaze behavior and surrounding vehicle information would be important factors for the prediction of lane
change behavior. In this study, we use a Recurrent Neural Network (RNN) for prediction of lane changes, which is able
to make accurate predictions through the use of time series information. In order to examine the effectiveness of each
type of information in the prediction of lane change behavior, we conducted an experiment of lane change prediction
using highway driving data from ten subjects. We found that when using only vehicle information, only gaze
information or only surrounding vehicle information for behavior prediction, the highest F value of 0.50 was obtained
when surrounding vehicle information was used for right lane changes and 0.81 for predicting left lane changes when
using gaze information. The lowest F values were observed when vehicle information was used (0.24 for right lane
changes and 0.26 for left lane changes). These results imply that it is difficult to predict future lane changes using only
vehicle information, while gaze information and surrounding vehicle information can be more effectively used to
predict lane change behaviors. Furthermore, when surrounding vehicle information and gaze information were both
used, F value for right lane change prediction from 0.50 to 0.58 (8 points), while F value for left lane change prediction
improved from 0.81 to 0.83 (2 points), which suggests that more accurate lane change prediction can be achieved by
using both types of information.
Key words：deep neural network, driving behavior prediction, lane changes, gaze, surrounding vehicle information.
キーワード：深層学習, 運転行動予測, 車線変更，視線，周辺車情報．

深層学習に基づく車線変更の予測

後藤 太一，宮島 千代美，竹内 栄二朗，武田 一哉

になると考えられる．例えば，ドライバの車線変更

1. はじめに
運転支援において，ドライバの運転の意図を事前

の意図を予測できれば，その進路において衝突の可

に予測することができれば，より適切な支援が可能

能性のある危険なオブジェクトを提示するなど，事

_________________________________
*Graduate School of Information Science, Nagoya University, Nagoya,
+81-52-789-3647
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故をより早期に防止することができると考えられる．

における車線変更を予測の実験を行った．車線変更

ここで，運転データから特定の運転行動（例えば

の予測においては周辺車両などの瞬間的な状況より

車線変更区間）を事後的に検出する場合には，速度・

もその遷移や変化に基づいて予測を行うことが好ま

加速度といった自車挙動や，ペダル操作量・ハンド

しいと考えられるため，本研究では，時系列情報を

ル舵角といったドライバの操作信号の情報が有効で

表現可能なRNN(Recurrent Neural Network)を用いて，

あると考えられるが，運転行動を事前に予測するに

ドライバの車線変更判断モデルを構築し，車線変更

は，自車挙動や操作信号の顕著な変化が観測される

予測精度で特徴量の有効性について検討する．

よりも前に行動の予兆を検知する必要があるため，
運転行動予測においては，自車挙動や操作信号以外

2. 車線変更の予測
2.1 RNN による車線変更判断のモデル化

の情報も利用する必要があると考えられる．本研究

本研究ではドライバの運転行動判断モデルとして

では，自車挙動や操作信号といった自車情報よりも，
周辺車両の状況や，ドライバが周辺状況を把握する

RNN による多クラス分類器を使用する．
これは図 1

ために行う確認行動の方が運転行動の予測において

に示すように，特徴量を入力するとドライバが将来

より重要な情報であると考え，比較実験を行う．

選択する運転行動の確率を出力する．具体的には，
直進・左車線変更・右車線変更の 3 種類の運転行動

ドライバの確認行動に着目した関連研究として，

のいずれかを選択するモデルである．出力層の活性

上坂ら1) は， フロントガラスやドアミラーにおける

化関数には softmax 関数を用いており，直進・左車

ドライバの視線の位置・移動速度を運転行動予測に

線変更・右車線変更の 3 種類の行動に対応する確率

用いている．また，Jainら2) は，ドライバの顔映像

の総和は 1 となる．

から得られた顔の特徴点のオプティカルフローを使
用することで運転行動の予測を行っている．一方，
周辺車両情報を考慮した運転行動の予測を行った研
究も存在するが3)4)，実験データが少量，定量的な評
価結果が示されいない等，十分な検討はされていな
い．また，いずれの研究においても使用している特
徴量や予測の手法が異なるため，運転行動予測にお
いてどのような特徴量が重要であるか等について詳

Fig. 1: RNN による車線変更判断モデル

細な議論はされていない．
そこで本研究では，運転行動の予測に有効な特徴

2.2 Recurrent Neural Network (RNN)

量について検討する．ここでは，ドライバの確認行

予測に用いた深層学習の一種 RNN は，音声や言語

動と周辺車両状況に関する情報が運転行動予測に有

といった時系列の流れに意味を持つデータの予測や

効であると考え，自車挙動やドライバの操作信号等

認識おいて高い性能を示している 7) 8)．実際に運転行

と比較することで，これらの特徴量の有効性につい

動の予測にも使用されており

て評価する．信号や歩行者等が多く存在する市街地

2)，車線変更の予測に

おいては周辺車両がどこからどう動いているかとい

道路等においては，ドライバの運転行動の意思決定

ったことを考慮した上で予測を出力することから，

に関わる要因が多数存在し，評価が難しいと考え，

ある時刻の入力データのみを考慮する SVM やロジ

ここでは信号や歩行者等が存在しない高速道路での

スティック回帰，CNN といった手法と比べ，より

運転行動予測に着目し，名古屋市内の高速道路を運

人間に近い判断を行うモデルとなることが期待でき

5)

転中に収録されたデータセット を用いて，高速道路

る．
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実際の車線変更判断デルの出力の例を図 2 に示す．
横軸はフレームインデックス，縦軸が確率値であり，

している．いずれの指標も値が大きければ大きいほ
ど望ましいが，両者はトレードオフの関係である．

青色の線はドライバが将来右車線変更を行う確率の
3. 車線変更予測実験

時系列変化を表している．この確率があらかじめ設
定した閾値（図中では 0.80）を超えた場合に，該当

3.1 実験データ
実験には，名古屋市内の高速道路の運転中に収録

する運転行動（車線変更または左車線変更）行うも

3

のと判断する．図 2 では 55 フレームあたりで確率

された運転データ

が閾値を超えており，右車線変更を行う 2.5 秒前に

に示す．東名高速道路の名古屋（本郷）IC から小牧

予測が成功したことを示している．また，直進を行

IC 間，および名古屋高速道の小牧 IC から四谷 IC

うという予測は出力しない他，予測の重複を避ける

間を 1 周とし，実験参加者 10 名がそれぞれコース

ため，一度予測を出力したら以後 5 秒間は処理を行

を２周走行した運転データを収集した．

5)を利用した．走行コースを図

わない．

Fig. 2: 車線変更判断モデルの出力例
予測の正誤判定では, 5 秒以内に該当する運転行
動を行った場合は予測成功，5 秒以内に該当する運
転行動を行わなかった，または異なる運転行動を行
った場合は予測失敗とする．
Fig. 3: 高速道路データ収集ルート

2.3 予測性能の評価手法
予測性能の評価指標は，先行研究 2)に倣い，再現
率（Precision）
，適合率（Recall）およびその調和平

運転操作信号としてアクセル・ブレーキ踏力，ハ

均である F 値を用いた．ここで再現率および適合率

ンドル舵角，車両挙動信号として車速，三次元加速

は以下のように計算される．

度，生体信号として心拍数，その他，車両前方映像，
ドライバ顔映像，ドライバ足元映像，全方位映像，

  ൌ

全方・後方レーザースキャナデータ，GPS データ等

予測成功回数

が記録されている．

予測成功回数  予測失敗回数

  ൌ

収集されたデータのうち本研究では，車両挙動と

予測成功回数

操作量を表す自車情報として，自車両の各軸方向の

全車線変更数

加速度とアクセルペダル・ブレーキペダル踏力，お
よびハンドル舵角を用いた．ドライバの確認行動を

再現率はモデルが出力する予測がどの程度正確であ

表す視線情報としては，図 4 のように，ドライバの

るか，適合率はモデルが予測を出力する積極さを表

顔正面映像から手動でラベル付けした視線方向（右/
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左/右ミラー/左ミラー/リアミラー/右前/左前/正面/ス

ある．そこで，直進および車線変更のデータ数が均

ピードメーター/その他の 10 分類）の 1-of-K 表現

等になるように走行シーン内から学習データをサン

を，周辺車両情報としては，図 5 のように，自車周

プリングした．ここでは，図 6 に示すように，車線

辺を 9 つの領域に分割し，各領域に存在する車両に

変更開始 5 秒前から車線変更開始までを「車線変

ついて危険度を計算したものを用いた．危険度とし

更」
，また，車線変更終了後から 5 秒間を「直進」の

ては，車間距離・車頭時間・衝突余裕時間等を用い

区間としてラベル付けし学習に用いた．

て予備実験を行い，最も予測精度の高かった車間距
離の逆数を用いた．また，視線情報以外の特徴量は
使用する前に正規化を行った．

Fig. 6: 車線変更および直進区間
Fig. 4: ドライバの視線方向の分類

実験では，自車情報の基づく特徴量 6 次元，視線
情報の基づく特徴量（10 次元）
，周辺車両の基づく
特徴量 9 次元の特徴量を用いた．実験で比較した特
徴量の組み合わせパターンを以下に示す．
•Feature 1 : 周辺車両情報のみを使用
•Feature 2 : 視線情報のみを使用
•Feature 3 : 自車情報のみを使用
•Feature 4 : 周辺車両情報と視線情報を使用

Fig. 5: 自車周辺の 9 つの領域

•Feature 5 : 周辺車両情報と自車情報を使用
•Feature 6 : 視線情報と自車情報を使用

学習データの形式およびラベルの付与の方法につ

•Feature 7 : 全ての情報を使用

いて説明をする．本研究では「左車線変更」
，
「直進」
，
「右車線変更」の 3 種類について予測を行う．これ

複数の情報を用いる場合は，時間軸を合わせて特徴

らの運転シーンそれぞれに [1 0 0], [0 1 0], [0 0 1]の

量を連結して用いた．

1-of-K 表現によるラベルを付与する．本来学習デー
タは多ければ多いほどよく，走行データ全てを学習

3.2 実験結果

データとして利用できるのが望ましい．しかし， 走

実験結果を図 7 および図 8 に示す．各情報を単体

行シーン中の大部分は直進を行っているシーンであ

で使用した場合，最も高い F 値は右車線変更では周

り，車線変更を行っているのは データの中でも限ら

辺車両情報を用いた場合の 0.5，左車線変更では視

れたシーンであるため，例えば車線変更 5 秒前に車

線情報を用いた場合の 0.81 であった．逆に最も低

線変更のラベル，それ以外に直進のラベルを付与し

い F 値は両車線変更において自車情報を用いた場

て学習を行うと，モデルの出力はどのシーンに対し

合で，右車線変更で 0.24，左車線変更で 0.26 であ

ても直進に大きな確率を割り当ててしまう可能性が

った．これらの結果から，自車情報のみでの車線変
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更の予測は困難であり，視線情報や周辺車両情報が

4. まとめ

予測に有効な情報であることが示された．自車情報

本研究では，運転行動の予測ではドライバの確認

による予測精度が低い理由は，車線変更中と異なり，

行動と周辺車両状況に関する情報が重要と考え，深

車線変更前では自車挙動や操作信号は変化が顕著で

層学習に基づき高速道路における車線変更の予測実

ないためと考えられる．一方，視線や周辺車両情報

験を行った．

は，例えばドライバが周囲の状況を確認するために

実験の結果，自車情報のみでは車線変更の予測は

視線を頻繁に動かす，側方の車両が自車を通り過ぎ

困難であるのに対し，視線情報や周辺車両情報は予

る等，車線変更前から特徴が現れやすいため，予測

測において有効な情報であることが示された．また，

において有効に機能したと考えられる．

視線情報と周辺車両情報を併用することで，予測精
度が向上した．

更に，視線情報と周辺車両情報を合わせて利用す
ることで，右車線変更は 0.50 から 0.58 と 8 ポイ

今後の課題として，まず学習やネットワークのハ

ント，左車線変更は 0.81 から 0.83 と 2 ポイント

イパーパラメータの影響の調査が挙げられる．実験

の F 値の向上が確認され，両情報を併用することで

では，バッチサイズ，学習率，時間展開数，

より精度の高い車線変更の予測が可能になることが

LSTM-RNN の素子数などは既存研究を基に決定し

わかった．

たが，LSTM-RNN の素子数を変化させるとモデル
の性能も変化することを確認したため，これらのハ
イパーパラメータの最適な値を探索する手法につい
て検討する必要がある．また，本実験では，個人の
データを用いてドライバ別の RNN を学習したが，
例
えば多くのドライバのデータで学習したモデルをグ
ローバルモデルとし，ドライバ毎に少数のサンプル
を用いて適当学習を行うなど，学習データが十分に
得られない場合の適応学習方法についても検討する
必要がある．
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Comparative Study of Identification of Driver-induced Steering
Oscillations from the Evolved Weighted Power Spectrum of Lateral
Acceleration and Lateral Jerk of a Car
Ivan TANEV*, Dipak SHARMA*, and Katsunori SHIMOHARA*
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The proposed method applies genetic algorithms (GA) to optimize the weight coefficients of the power
spectrum of the Fourier-transformed signal and compares the result evolved with (i) signals of lateral acceleration- and
(ii) that of the lateral jerk of a moving car. The evolved weighted power spectrum detects the steering oscillations
caused by the delayed steering response of a human driver in normal, routine driving situations – traffic-less driving on
straight and curved roads. Delayed steering response is often a result of drivers having an inadequate cognitive load due
to either distraction or cognitive overload. The experimental results, conducted on a realistically simulated car and its
environment, indicate that, compared to the power spectrum featuring equal (flat) weight coefficients, the evolved
weighted power spectrum facilitates improved discrimination between both the signals of the lateral acceleration and
the corresponding lateral jerk of the car driven by cognitively impaired (i.e., distracted by texting on a mobile phone
while driving) drivers, and analog signals of the car, driven by fully attentive drivers. However, in comparison with the
lateral acceleration signal, the evolved weighted coefficient of power spectrum via corresponding absolute jerk signal
results in much better discrimination between inattentive driving and attentive driving. These results suggest that the
proposed method based on lateral jerk would be more applicable for discriminating between subtle driver-induced
steering oscillations on straight roads and well-manifested, yet normal steering behavior of drivers when cornering than
that with lateral acceleration signals.

Key words: Driver-induced steering oscillations; Genetic algorithms; Driver distraction; TORCS; Fourier
transformation; Power spectrum;

1

Introduction

into a luxury compartment. These compartments not

With 1 the advancement of modern technology

only facilitate the control of the vehicle with the push

and miniaturization of the latest sensors and devices,

of a button, they also provide a fully-fledged working

the cockpit of an automobile has gradually turned

space for drivers and passengers. Aided by the
Internet facility on board and connected to several

*

embedded systems, automobiles today are finally
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arriving into the most promising era of all times in
which most electronic components are networked. In
fact, with the ongoing evolution of technologies,
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automobiles are gradually becoming sufficiently

driving situation surpass the natural limits of the

smart to reach a level at which self-driving or driving

mental resources of the driver (i.e., cognitive

with very limited support from the driver is possible.

overload).
The former case of cognitive underload might

There is no doubt that all these technological

occur, for example, while driving on a deserted or

shifts have made our lives easier and more

low-traffic highway. Normally, in such a situation,

convenient than ever before; however, they also

the attention required by the current traffic

demand intensive visual and cognitive involvement

environment is much lower than the available

from a driver, which would ultimately contribute to

cognitive ability of the driver. Often in such

elevating driver inattention [1]. Driver distraction is

circumstances, the driver allocates too little cognitive

one of the major problems in the world today, and is

resources to his/her primary task of driving, with the

also an indispensable source of driver inattention. In

reduced attentiveness

the USA alone, 3,179 people lost their lives and
431,000

were

injured

in

2014

in

often resulting in mind

wandering [4] or even micronaps (brief naps lasting

various

between 0.5 and 1.5 seconds). The condition could

automobile-related collisions that involved some

become worse depending on the incorporated safety

form of distracted driving [2]. Distraction happens

facilities that either assume part of the task of driving

when the driver’s attention is diverted from the

the vehicle (e.g., lane following or adaptive cruise

primary task of safe driving towards competing

control) or, at least, induce an inflated sense of safety

activities or secondary tasks that might or might not

in the driver (e.g., anti-lock braking system, traction

be related to driving [3]. Moreover, the switching of

control,

attention between multiple tasks often leads to the

electronic

stability

program,

collision

warning, or blind spot warning).

disruption of cognitive engagement from the primary
task of driving. In critical situations, the amount of

This results in the inability of the driver to swiftly

attention that is actually dedicated to driving

allocate the required additional cognitive resources

(primary task) would become considerably lower

should an extreme traffic situation present itself (e.g.,

than the actual requirement for the existing traffic

changing lane on a busy expressway or, suddenly

situation. This phenomenon is often viewed as the

slowing down because of the car(s) ahead,

driver having an inadequate cognitive load. Section

approaching or leaving tollgates, or joining a busy

I-A provides a more detailed discussion on the

intersection after leaving the expressway). In

concept of inadequate cognitive load.

addition, apportioning the necessary cognitive
resources might be more severely affected if the

1.1 Cognitive Load

spare mental resources of the driver were allotted to

In this study, we use the phrase, “inadequate
cognitive

load,”

and

“cognitive

tasks that are distinct from driving or to secondary

load”

tasks such as texting, talking on the mobile phone,

interchangeably to describe situations (i) in which

eating, drinking, using the navigation system, or

the driver allocates too little attention to driving (i.e.,

simply talking to passengers [5].

cognitive underload), or (ii) when the cognitive
resources required for comprehending the current
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On the other hand, the case of cognitive overload

characterized by high-speed driving, and rapid

is triggered while driving in congested traffic or

acceleration and deceleration under any conditions.

uncontrolled intersections. In such a situation, the

Their brake points are late and are compensated for

mental processing ability required by the existing

by strong braking. This example is consonant with

surroundings might surpass the cognitive ability of

the risk homeostasis theory [8], which argues that the

the driver. It might temporarily occur when a driver

drivers of cars equipped with high-grip tires and

who experiences temporal cognitive underload faces

advanced driving aids such as an anti-lock braking

an urgent hazardous traffic situation, as we

system and electronic stability program would brake

mentioned above.

late even under slippery (e.g., rainy, snowy, or icy)

In addition, a

longer-term

road conditions.

cognitive overload might be witnessed in elderly
drivers as a result of the natural gradual decline in

•

their mental abilities. Moreover, these reduced

During extremely risky circumstances,

identifying the limited cognitive load by assessing

abilities might even cause moderately fast-moving

the DoR would be meaningless. Indeed, if anomalies

traffic to be subjectively perceived as being much

were detected in the obtained value of the DoR, it

faster or more intensive than it actually is. As a result,

would be too late to activate any real-time

the prevailing “looked-but-failed-to-see” accidents at

accident-preventing functionality (alerting the driver,

busy intersections are often triggered by cognitively

or even braking automatically).

overloaded (elderly) drivers [6].
Hence, we assume that there is a need for a
Therefore, an eventual early identification of the

different approach when detecting the DoR during

above-mentioned two cases of inadequate cognitive

normal, routine driving and long before any extreme

engagement might prove to be vital for the

situation might actually occur. Such an approach

prevention of traffic accidents. One of the approaches
for

identifying

such

inadequate

would allow for a potentially collision-preventive

cognitive

early warning to the (cognitively inadequate) driver.

engagement is through measuring the resulting

1.2 Related Previous Work

increase of the delay of response (DoR) of the driver.

Our previous research was based on the

DoR could be measured via direct assessment of the

preliminary investigation and verification of the

delay in stepping on pedals, i.e., either the brake or

above-mentioned concept. First, we employed

accelerator pedal, under abruptly arisen, hazardous

genetic programming to evolve a driving agent that

driving circumstances. However, the feasibility of

models the steering behavior of a human driver. The

such an approach might be challenged by the

driving agent was consistent with the servo-control

following two concerns:
•

model of human steering behavior. This model
The way the drivers press pedals is a

considers the driver as an error-correcting entity in a

subjective feature that rests on several factors such as

purely reactive feedback-control system. The driver

the behavior of the driver, state of the car, traffic

constantly attempts – via appropriate steering inputs

situation, and road conditions [7]. For example, some

– to minimize the perceived errors in both the

drivers

might

prefer

a

sporty

driving

style

position and orientation of the car relative to the

120

center of the lane. We demonstrated that the evolved

cornering) could be detected and used as an

driving agent perfectly steers the realistically

additional feature (along with PS) for more reliable

simulated car in The Open-source Racing Car

detection of driver-induced steering oscillations [10].

Simulator (TORCS) with an instant (non-latent)

In our other additional work [11], we investigated

steering response both (i) on straight roads and (ii)

whether optimizing the weight coefficients of PS

when rounding corners. Furthermore, we verified our

alone would allow us to distinguish the same two

hypothesis that the delay that we intentionally added

previously mentioned driving conditions without

to the steering response of the driving agent resulted

relying on any additional identification feature(s).

in well-expressed driver-induced steering oscillations

Moreover, we further explored the feasibility of

[9]. This hypothesis was motivated by our curiosity

applying genetic algorithms (GA) for optimization of

about the applicability of the feedback control theory

the

to the agent-car system. What we could not

Fourier-transformed signal of lateral acceleration of

determine, however, was whether the hypothesis that

the car for discriminating the two most challenging

DoR causes steering oscillations would also be valid

driving cases: (i) inattentive (oscillating) driving on

for a human driver.

straight sections of the road from that of (ii) attentive

weight

coefficients

of

the

PS

of

the

(non-oscillating) driving around corners.

In another study, we investigated the steering

1.3 Objective of Research

oscillations of a car driven by human drivers and
proposed an approach for reliable identification of

In this work, we are interested in observing and

these oscillations in two routine driving situations -

comparing the results of applying GA for optimizing

traffic-less driving on a straight road and when

weight coefficient of PS of the Fourier-transformed

cornering. We assumed such identification to be

time series signal of (i) lateral acceleration and that

robust and that it should neither depend on (i) the

of (ii) lateral jerk. The objective of our research is to

particular human driver who drives the (simulated)

investigate which of the two signals (i.e. either lateral

car nor on (ii) whether the car is being driven on a

acceleration or lateral jerk) is more feasible for

straight or curved section of the road. The

discriminating the two most challenging driving

experimental results suggested that the latter

cases: (i) inattentive (oscillating) driving on straight

condition was a significant challenge, as the patterns

sections of the road from that of (ii) attentive

of the lateral acceleration (and the values of the

(non-oscillating) driving around corners. We intend

corresponding power spectrum (PS) of its Fourier

to apply genetic algorithms (GA) for optimization of

transformation) of a car controlled by an inattentive

the

driver (with DoR) on a straight road to a significant

Fourier-transformation of both of these signals. Our

extent mimics the pattern of a car negotiating a

interest in the evolution of the weighted power

corner even when driven by a fully attentive

spectrum (WPS) is additionally motivated by the fact

(instantly

challenge

that, despite reports of various studies on parametric

motivated us to investigate whether the current state

optimizations of PS [12][13], to the best of our

of the car (i.e., either being driven straight or

knowledge, there has been no documented research

responding)

driver.

This
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weight

coefficients

of

the

PS

of

the

on evolving WPS for the detection of driver-induced

The latter is used to provide adequate information

steering oscillations.

about the current state of the car to the electronic
stability program and GPS-based navigation system

The remainder of the article is organized as

(for dead-reckoning when the GPS signal cannot be

follows. Section II elaborates on the proposed

received).

approach of applying genetic algorithms to evolve

In addition, our decision to entrust the entire

WPS of the lateral acceleration of the car. Section III

experiments to a simulated (rather than real-world)

presents the experimental results which demonstrate

car is justified by the combination of the following

the resulted parameters with both (i) lateral

important advantages of TORCS: (i) realism of the

acceleration and (ii) lateral jerk signals and further

simulation of the dynamics of a car, (ii) crash-proof

compares the results. In Section IV we discuss some

(software)

of the challenges associated with our research and

implementation

of

the

car,

(iii)

computational efficiency, and (iv) openness. The

mention our future work. Finally, Section V

latter

concludes the paper.

allows

us

to

modify

the

code,

the

characteristics of the car, and its environment
according to our needs. For the purposes of
2 Proposed Approach

continuity and comparability, the model of the car
used in our experiments is the same as that we used

We conducted our research in the following three

in our previous research [9][10][15]. The simulated

stages: (i) acquiring the signal (as a time series) of

car and its main features are shown in Figure 1 and

lateral acceleration of the car, (ii) offline analysis of

Table 1, respectively.

the PS of the Fourier-transformed signal of the
acquired signal of lateral acceleration, and (iii)
applying GA to evolve the optimal coefficients of
WPS for a robust recognition of driver-induced
oscillations. The subsections below elaborate on
these research stages.

Fig.1. Simulated car in TORCS

2.1 Acquisition of Time Series of Lateral
Acceleration

In order to further enhance the realism of the

We adopted an approach of acquiring and

simulated car, we modeled the non-ideality of the

analyzing the signal of the lateral acceleration of the

steering system of the car and its effects on the

car, modeled in the TORCS environment [14]. In a

trajectory of the moving car. Indeed, the steering

real-world scenario, the instant values of the time

system of real cars features inevitable mechanical

series of lateral acceleration could be easily obtained

plays (in the steering shaft bearings, gearbox, arms,

by any low-cost, non-invasive sensor such as an

ball joints, and front wheel bearings), that, together

accelerometer. Moreover, many of the modern

with (even minor) irregularities of the road would

vehicles are already equipped with such a sensor.

result in small, random fluctuations of the steering
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angle of the front wheels. We modeled these

extensively researched and proven to be a major

oscillations by adding a random value of 2% in the

cause of distracted driving [16] [17].

range [-1 degree … +1 degree] to the steering angle

In addition, in order to guarantee that the

of the front wheels of the car at each sampling step

cognitive engagements of drivers is shared only

(50 times per second) of the simulation.

among the tasks of steering (primary task) and
texting (secondary), we

Table 1. Main Parameters of Simulated Car in

freed the drivers from any

unnecessary cognitive burden that would have been

TORCS

required to maintain the desired speed of the car. We

Parameter

Value

implemented

a simulated cruise control that

Model

CLK DTM

Length, m

4.76

Width, m

1.96

Height, m

1.17

Mass, kg

1050

Front/rear weight
distribution

0.5 / 0.5

sleep facilitates the consolidation of memory, and

Height of the center of
gravity, m

0.25

therefore, it is crucial for learning new abilities

Drivetrain

Front engine, rear
wheels drive

automatically accelerates the car to 51km/h (14m/s)
and maintains this speed throughout the entire
experiment.
Considering the findings of neuroscientists that

[18][19], we performed the experiments on two
successive days: on the first day we allowed the
drivers to familiarize themselves with the software

We asked 10 human drivers to drive the

system, the simulated car, and its controls. We

simulated car using realistic controls: the steering

conducted the experiments involving actual driving

wheel, accelerator pedal, and brake pedal. In order to

on the following day.

acquire the signal of oscillating lateral acceleration,

A sample of the acquired time series of lateral

we intentionally distracted the drivers along

acceleration of the car driven on a straight section of

arbitrary sections of a long road (featuring both

the road by an inattentive driver is shown in Figure 2.

straight sections and corners) by asking them to text

The sampling frequency is 50 Hz. The characteristic

on a mobile phone while driving. Oscillating lateral

noise in the signal is caused by the modeled

acceleration of the moving car would be a natural

irregularities of the surface of the road and

consequence of the delayed steering response, which,

mechanical plays in the steering system of the car.

in turn is caused by the inadequate cognitive load of

2.2 Offline Analysis of the PS of Fourier-

drivers, e.g., due to distraction [9][10][15]. We

transformed Signal of Lateral Acceleration

distracted the drivers along an arbitrary section of
the road by asking them to read, comprehend, and

The verification in our previous work of the

respond to text messages that were sent to their

assumption that an inadequate cognitive load of

mobile phones while driving. We adopted texting as

drivers results in steering oscillations [9][10][15]

the cause of distraction, because it has been

motivated our quest for a method to reliably detect
these oscillations. As Figure 2 illustrates, the
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oscillations due to distracted driving are somehow

calculate the value of PS in the frequency range

obscured by the noise caused by the modeled

1Hz-50Hz of the obtained spectra of the initial 2

irregularities of the road and non-ideality of the

seconds and associate this value of PS with the

steering system of the car.

instant of time tinitial+2s.
Then we proceed to repeatedly slide the window

Lateral Acceleration , m/sec2

of 100 samples by one frame (corresponding to a
sampling interval of 20 ms) and perform both the

8
Oscillations due to distractions

6

Fourier transformation and calculation of PS, until

4

we reach the final 100 samples of the acquired time

2

series of lateral acceleration.

0

PS is calculated from the Fourier-transformed

-2
-4 1

201

401

601

801

signal of lateral acceleration as follows:

1001

-6

2
PS1~50 = ∑50
𝑖𝑖=1(𝐴𝐴𝑖𝑖 )

-8

# Sampling period

(1)

where PS is the power spectrum in the frequency

Fig.2. Sample time series of lateral acceleration of

range between 1Hz and 50Hz, and Ai is the amplitude

the car driven on a straight section of the road by a

of frequency i Hz in the spectrum of the

cognitively distracted driver.

Fourier-transformed signal.
We consider a method for analyzing the

We hypothesize that, since both the magnitude

magnitude of the PS of the Fourier-transformed

and the corresponding frequencies of the oscillating

signal of the lateral acceleration of the car. We

signal would be different from those of the normal

anticipate that such a method, in principle, might

signal, the resulting value of the power spectrum

allow us to discriminate the frequencies pertinent to

would be diverse (presumably – higher) as well.

driver-induced oscillations from the frequencies of

Figure 3 illustrates that, for a sample driver (Driver

noise and, not less important – from the frequencies

A), the PS of inattentive driving on a straight section

of steering the car through corners under normal

of the road is, indeed, higher than that of attentive

steering conditions. Thus, we first perform Fourier

driving through corners.

transformation to the acquired time series of the

However, the preliminary experimental results

lateral acceleration of the car. The transformation is

also suggest that, due to the diversity of driving

performed in offline mode, as it does not require any

conditions (straight, corner entry, steady state

additional driving experiments with human drivers.

cornering, and corner exit) and the driver-dependent

However, in order to model an eventual real-time

features of the acquired signals, the PS of inattentive

implementation of the proposed approach, we start

driving along a straight section of the road could be

with a window of the initial 100 samples

lower than that of attentive driving when negotiating

(corresponding to the first 2 seconds of data) of the

corners. The PS in cornering could be anomalously

acquired time series of lateral acceleration. Then, we
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non-oscillating)

Based on the experimental results, as shown in

movements of the steering wheel when entering and

Figures 3 and 4, we could conclude that it would be

exiting corners. Figure 4 illustrates that, indeed, for

difficult to detect the inadequate cognitive load of

another driver (Driver C) the PS of inattentive

drivers

driving along a straight section of the road is lower

comparing the values of canonically calculated PS

than that of attentive driving through corners.

(as shown in (1)) to a given threshold. Therefore, we

high

due

to

extensive

(yet,

from steering oscillations

by merely

investigated whether applying different weight
coefficients to the components of the sum in the
equation of the PS ((1)) would result in improved
Value of Power Spectrum

800,000

recognition of the steering oscillations:

700,000
600,000
500,000

WPS1~50 = w1×A12 + w2×A22 + …. +

400,000

w50×A502 (2)

300,000
200,000

where WPS is the weighed power spectrum in the

100,000

frequency range 1Hz to 50Hz, Ai

0
1

201

401

601

801 1001 1201 1401

of the frequency i Hz

# Sampling period

is the amplitude

(i=1…50) in the spectrum of

the Fourier-transformed signal, and wi is the
weight coefficient of the amplitude Ai.

Fig.3. PS of lateral acceleration of car driven by
Driver A both inattentively (on straight

The rationale behind the use of such weight

section of the road) and attentively (in

coefficients is that the frequencies that are pertinent

corners).

to attentive and inattentive driving might be different,

Value of Power Spectrum

and, therefore, their amplitudes should be accounted
differently. Therefore, the

detection of, e.g.,

inattentive

be

driving

could

facilitated

by

300,000

emphasizing the amplitudes of frequencies that are
250,000

pertinent to this type of driving by means of using
200,000

larger weight coefficients.

150,000
100,000

2.3

50,000

Applying

Evolution

0
1

201

401

601

801

of

Genetic
Optimal

Algorithms
Values

of

for

the

Weight

Coefficients of WPS

1001

# Sampling period

We decided to apply a heuristic approach to

Fig.4. PS of lateral acceleration of car driven by

adjust the weight coefficients of WPS because we

Driver C both inattentively (on straight

are a priori unaware of the exact set of frequencies

section of the road) and attentively (in

in the spectrum of lateral acceleration that

corners).
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characterize either attentive or inattentive driving. In

represented by their respective chromosomes. The

principle, we could have adopted another –

latter consist of an array of the real values of the

deterministic – approach, such as, for example –

evolved coefficients of WPS. The vales of the

complete enumeration of the possible combinations

weight coefficients are constrained within the range

of the weight coefficients. However, because we

[0…9], and are divided into 90 possible discreet

consider 50 frequencies (1Hz, 2Hz, 3Hz,… , 50Hz)

values. Such a chromosome, containing an array of

in PS, represented by their respective amplitudes A1,

all 50 weight coefficients w1, w2, w3, … w50, however,

A2, A3, … A50, we would need to search for the

would result in the size of the search space

optimal combination(s) of the values of 50 weight

becoming

coefficients w1, w2, w3, … w50. Assuming that each of

computationally intractable not only by “brute force”

these weight coefficients is discretized into, e.g.,

approaches but by any existing heuristic approach as

only 100 possible values, the size of the resulting

well.

search space would be 100

50

100

9050,

which

would

have

been

(or, 10 ), thereby

In order to shrink the potentially huge size of the

rendering the eventual “brute force” approaches,

search space of GA, we reduced the number of

based on the complete enumeration of possible

weight coefficients encoded in the chromosome to

combinations of values of the weight coefficients,

only 10, by applying the following problem-specific

computationally unfeasible.

knowledge:

GA, on the other hand, is a nature-inspired

 Experimental results suggest that the frequency

heuristic approach that gradually evolves the optimal

spectra of both oscillating and non-oscillating

values of a set of parameters in a way much similar

driving feature a characteristic “long tail” pattern

to the evolution of species in nature. GA is proven to

– the lower frequencies are represented by higher

be efficient for finding optimal solution(s) to

(i.e., more influential) amplitudes, whereas the

combinatorial optimization problems featuring large

amplitudes

search spaces [20][21]. Thus, we adopted GA to

frequencies;

decrease

with the

increase

of

evolve the optimal values of the weight coefficients

 The areas of higher frequencies (presumably

of WPS. The optimality implies that the WPS of the

heavily influenced by the modeled irregularities

signal of lateral acceleration of the car would allow

of the road and non-ideality of the steering

for the best possible discrimination between

system of the car) of the spectrum of both

attentive- (non-oscillatory) and inattentive driving

oscillating and non-oscillating driving are quite

(with steering oscillations, caused by inadequate

similar. On the other hand, the patterns on the

cognitive load). The main features of the adopted

area of lower frequencies are more diverse,

GA – genetic representation, genetic operations, and

implying that the important discriminating

fitness function – are elaborated below.

features are more likely to be encoded in lower
frequencies rather than in the higher frequencies
of the spectra;

2.3.1 Genetic Representation:
In

a

GA,

the

simulated

individuals

are
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 The frequencies that are above the Nyquist

Table 2. Groups of Frequencies of WPS

frequency (i.e., 25Hz) would be under-sampled,
and therefore, less influential.

Frequency
group

Therefore, we divided all frequencies in the PS

Frequencies

Size

included in the

of the

group

group

into 10 variable-sized groups G1, G2,….., G10, and

Corresponding
weight
coefficient
in WPS

assigned a respective weight coefficient w1, w2, w3,

G1

1Hz

1

w1

… w10

to each of these groups. The size of groups

G2

2 Hz, 3 Hz

2

w2

(i.e., the number of included frequencies) increases

G3

4 Hz, 5 Hz

2

w3

gradually with the increase of the basic (minimum)

G4

6 Hz ~ 8 Hz

3

w4

frequency fb of the group: in our approach, each

G5

9 Hz ~11 Hz

3

w5

G6

12 Hz ~ 15 Hz

4

w6

G7

16 Hz ~ 20 Hz

5

w7

G8

21 Hz ~ 26 Hz

6

w8

G9

27 Hz ~ 34 Hz

8

w9

G10

3 Hz ~ 44 Hz

10

w10

group contains non-overlapping frequencies in the
range [fb…1.25×fb]. This approach allows us, by
increasing the basic frequencies fb of the groups G1,
G2,…, G10, to gradually increase the group size and,
consequently, to gradually reduce the precision of
“tuning”

of

amplitudes

of

the

individual

(less-influential) frequencies within these groups.
2.3.2 Genetic Operations

The groups of frequencies of WPS are presented in

We employed binary tournament selection –

Table 2.
Considering the defined groups of frequencies in

proven to offer a good trade-off between the

the spectrum, the resulting WPS could be expressed

diversity of a population and rate of convergence of

by (3):

fitness. In addition to the tournament selection, we
also adopted elitism in that the two best-performing

WPS1~44= w1×A12+w2×(A22 + A32)+w3×(A42 +

individuals always survive unconditionally into the

A52)+w4×(A62 +…+A82) + w5×(A92 +…+ A112)

mating pool of the next generation. Further, we

+w6×(A122 +…+ A152) +w7×(A162 +…+ A202) +

implemented two-point crossover and a single-point

w8×(A212 +…+ A262) +w9×(A272 +…+ A342)

mutation. After each crossover and mutation

+w10×(A352 +…+ A442)

operation, the

(3)

chromosome

is

“repaired”

by

normalization such that the sum of all coefficients
w1+w2+w3+ … +w10 is equal to 100. Notice that the

where WPS is the weighed power spectrum in the

range of the weight coefficient [0..9] that is applied

frequency range between 1Hz and 44Hz, Ai are the

during both (i) the creation of the initial population

amplitudes of frequencies iHz (i=1…44) in the

and (ii) mutation, might be exceeded as a result of

spectrum of the Fourier-transformed signal, and wk

the normalization of chromosomes that feature

(k=1…10) are the evolved (through GA) weight

heavily fluctuating values of weight coefficients.

coefficients associated with each of the considered

The main parameters of GA are shown in Table 3.

10 groups of frequencies.
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2.3.3 Fitness Function

on average, increases from about 90 to about 121

Because our objective is to evolve the WPS such

after 64 generations. The best achieved fitness is 126,

that it allows for the best possible discrimination of

indicating that, even for the driver featuring the most

the signals of lateral acceleration of (i) inattentive

challenging ratio of canonical PS of inattentive and

(oscillatory) driving on a straight section of the road

attentive driving (e.g., as depicted in Figure 4) the

from those of (ii) fully attentive driving when

value of WPS of inattentive driving would be 26%

cornering,

the

chromosomes

fitness
reflects

value
the

F

of

quality

higher than that of attentive.

evolved
of

such
Table 3. Main Parameters of GA

discrimination. In our approach, we consider the
minimum of the ratios (in %) of WPS of these two

Parameter

Value
Ten weight coefficients w1, w2, w3, … w10
of WPS, represented by real numbers
within the range [0..9]. Each coefficient is
discretized into 90 possible values.

driving cases among all 10 drivers, as described in
Genotype

Figure 5.
for each driver d

do

Population
size
Selection
Elite
Crossover
Mutation

{ // d = [Driver A,…,Driver J]

100 individuals

Binary Tournament (10%)
Best 2 individuals
Two-point
Single-point (2%)
Minimum (among all 10 drivers) of the
ratio (in %) of WPS of (i) inattentive
Fitness value
(oscillatory) and (ii) attentive driving
cases
(#Generations >100) or
Termination (Fitness Value >200) or
Criteria
(No improvement of fitness for 16
consecutive generations)

for each instant t of inattentive driving calculate WPSd_i(t);
WPSd_i_max=max(WPSd_i (t));
for each instant t of attentive driving calculate WPSd_a (t);
WPSd_a_max=max(WPSd_a (t));
Rd= WPSd_i_max / WPSd_a_max×100;
}
Fitness=min (RDriver_A, RDriver_B,…, RDriver_J);

Fig.5. Fitness evaluation routine
The targeted fitness values F are the values that
are higher than 100% (i.e., indicating that WPS of

130

inattentive driving is, indeed, higher than WPS of

125
120

attentive driving even for the least-convincing
Fitness Value

115

driver). Higher fitness values would correspond to
an even stronger ability of WPS to discriminate
between inattentive (oscillatory) driving and normal

110
105
100
95
90

attentive driving.

85
1

3

Experimental Results

6

11 16 21 26 31 36 41 46 51 56 61
# Generations

Fig.6. Convergence of the best-of-generation fitness
3.1 WPS of Lateral Acceleration

of 20 independent runs of GA on the training

The fitness convergence characteristics of 20

set of lateral acceleration. The dashed line

independent runs of GA are shown in Figure 6. As

illustrates the average best-of-generation

illustrated, the fitness of the best-of run individuals,

fitness of these 20 runs.
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The values of the weight coefficients of the

yields improved discrimination. Indeed, as Figure 9

sample evolved best-of-run individual (with a fitness

depicts, the values of WPS during inattentive driving

equal to 126) are as follows:

along a straight road is higher (rather than lower, as
in the case of canonical PS) than that of attentive

w1=19, w2=1, w3=9, w14=1, w5=8,

driving in corners

w6=3, w7=47, w8=10, w9=1, and w10=1
Attentive driving on corners

Value of canonical PS

10000000

The values of WPS, obtained with these weight
coefficients for all 10 drivers, are shown in Figure 7,
in which for all of the drivers the WPS of inattentive
driving on a straight road is higher than that of

Inattentive driving on straights

1000000

100000

attentive driving on corners.
10000

A

300,000
Corner (attentive)

B

C

Straight (inattentive)

D

E

F

G

H

I

J

Driver ID

Value of WPS

250,000
200,000

Fig.8. Canonical PS of lateral acceleration: for 3 of
Entry of corner

150,000

Exit of corner

the 10 drivers – Drivers C, D, and E – the

100,000

values of PS of inattentive driving on a

50,000

straight road is anomalously lower than that of

0
1

201

401

601

801

attentive driving in corners.

1001 1201 1401

# Sampling interval

Fig.7. WPS of sample evolved best-of-run evolved
10000000

weight coefficients. For all of the 10 drivers

Attentive driving on corners

the WPS of inattentive driving on straights is

Inattentive driving on straights
Value of WPS

higher than that of attentive driving in corners.
In contrast, as Figure 8 illustrates, with canonical

1000000

100000

PS, modeled as WPS with all weight coefficients w1,
w2,…w10 set to 10, for 3 of the 10 drivers (e.g.,

10000

Drivers C, D, and E) the values of PS of inattentive

A

driving on a straight road are anomalously lower

B

C

D

E

F

G

H

I

J

Driver ID

than that of attentive driving on corners.

Fig.9. WPS of lateral acceleration of car driven by

The dynamics of the instant values of WPS of

Driver C both inattentively (on a straight

both attentive and inattentive driving in the most

section of the road) and attentively (in

challenging driving case (i.e., Driver C) are

corners). WPS features sample best-evolved

illustrated in Figure 9. Compared to the dynamics of

(through GA) weight coefficients.

canonical PS (refer to Figure 4), the evolved WPS
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3.2 WPS of Lateral Jerk
Jerk is the first derivative of acceleration. We

As shown in the figure, the fitness value of the

obtained the time series signal of lateral jerk from

best-of-run individuals increases from about 90 to

the corresponding time series of the lateral

about 166 in average in around 70 generations. The

acceleration of the car. In our previous research [11]

best achieved fitness 198. This indicates that,

we implemented the approach of lateral jerk of

compared to the analogous experiments with

smoothed lateral acceleration as an indication that

evolution of WPS of lateral acceleration, using

the car is entering or exiting a corner. These absolute

lateral jerk facilitates the increase of efficiency of

values of the jerk were further used as a factor that

evolution in that a better fitness value (198 vs. 126)

determines the corresponding alteration of the

is achieved in comparable number of generations (70

adaptive threshold of the PS. In the current study,

vs. 64). Consequently, even for the most challenging

however, we intent to further extend our work of

ratios of the values of canonical PS of inattentive

optimizing the coefficients of WPS of the signal of

and attentive driving the value of evolved WPS of

lateral jerk, and to compare the results with evolved

inattentive driving would be 98% (i.e., almost two

WPS of lateral acceleration of the car.

times higher) higher than that of attentive driving.

The parameter and the experimental conditions of

This result is a significant improvement compared to

evolving (via GA) the WPS of lateral jerk are

the best obtained value of 26% when WPS is

virtually identical to those with lateral acceleration

obtained from the lateral acceleration of the car.

as previously explained in Section 3.1. The sole

The values of the weight coefficients of the

difference is that the training set now includes the

sample evolved best-of-run individual (with fitness

time series of absolute values of the lateral jerk,

value equal to 198) are as follows:

rather than lateral acceleration.
w1=26, w2=1, w3=0, w14=1, w5=66,

For the comparison, the fitness convergence of

w6=0, w7=1, w8=1, w9=3, and w10=1

20 independent runs of GA with lateral jerk is shown
in Figure 10.

Fitness Value

The values of WPS, obtained with these weight
205

coefficients for all 10 drivers, are shown in Figure

185

11. For all drivers the values of evolved WPS of

165

inattentive driving on a straight road is higher than

145

that of attentive driving on corners. Notice that, as

125

previously mentioned, the minimum ratio of

105

attentive driving and inattentive driving is 198%.

85
1 5 9 13 17 21 25 29 33 37 41 45 49 53 57 61 65 69
# Generation

Fig.10 Convergence of the best-of-generation fitness
of 20 independent runs of GA on the training set of
lateral jerk. The dashed line illustrates the average
best-of-generation fitness of these 20 runs
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elaborated in Subsection 3.1, canonical PS could

Attentive driving on Corners
Inattentive Driving on Straight

100000000

yield a successful identification of inattentive
driving only for 70% of drivers, while the PS of

Value of WPS

10000000

lateral jerk features an improved identification of

1000000

90% of drivers.
100000

3.3 Comparing

10000
A

B

C

D
E
F
Driver ID

G

H

I

Result

with

Lateral

Acceleration and Lateral Jerk

J

The result of weighted coefficient evolved via
Fig.11.Value of WPS of lateral jerk calculated

GA and lateral acceleration and GA with lateral jerk

from sample evolved best-of-run weight coefficients.

both have better result in term of differentiating

For all 10 drivers, the WPS of inattentive driving on

attentive and inattentive driving than using flat

straights is higher than that of attentive driving in

(equal) weight coefficients. However, as the analysis

corners.

of the results suggests, using the time series of

.

absolute jerk facilitates a much better differentiation

Conversely, as illustrated in Figure 12, using the

between attentive and inattentive driving. In order to

canonical PS (i.e., modeled as WPS with all weight

compare the computational performance of GA, let’s

coefficients set to 10) of the time series signal lateral

refer to the case of evolving WPS of lateral

jerk, for only 1 of the 10 drivers (Driver D) the

acceleration as Case 1 and that of lateral jerk – as

values of PS of inattentive driving on a straight road

Case 2. The average number of generations in Case

are anomalously lower than that of attentive driving

1 is 64 and in Case 2 is around 70 which shows that

Value of Canonical PS

on corners.

the runtime of Case 2 is slightly longer than that of
the Case 1. However, since we evolve the weight

Attentive driving on Corners
Inattentive Driving on Straight

100000000

coefficients only once to determine their optimal
values, we could trade few more minutes of runtime

10000000

for much improved quality of solution. Indeed, the

1000000

best fitness in Case 1 is 28% (Figure 6) while in

100000

Case 2 this value is 98% (Figure 10). Also, another

10000
A

B

C

D E
Driver ID

F

G

H

I

interesting aspect of using absolute jerk is the fact

J

that even while using the canonical PS with flat
Fig.12. Canonical PS of time series of lateral jerk:

weight coefficients, the results of Case 2 (as shown

for 1 of the 10 drivers – Driver D – the values

in Figure 12, the inattentive driving on just one

of PS of inattentive driving on a straight road

driver – Driver D – could not be identified) are also

is anomalously lower than that of attentive

better than that of Case 1 (As Figure 8 illustrates, the

driving in corners

inattentive driving of three drivers – Drivers C, D,
and E – could not be identified).

Compared to the use of canonical PS of lateral
acceleration, this results is much better. As we
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4

Discussion

Moreover,

improving

the

robustness

of

recognition of an inadequate cognitive load could be
The eventual real-world implementation of the

achieved by “learning” the weight coefficients of

proposed approach for detecting the inadequate

WPS for a wider range of driving situations and road

cognitive load from the WPS of the oscillating

conditions. Ultimately, the quality of recognition of

lateral acceleration of the car implies that the

learned WPS should be verified on an unknown set

challenge of the variability of patterns of lateral

of driving situations and road conditions. We are

acceleration should be addressed. These patterns

planning to conduct such research in the immediate

might vary depending on the speed of the car, road

future.

conditions (turning radii of corners, etc.), personal

Finally, the eventual failure to detect an

driving style, etc. Whereas the effect of speed on the

inadequate cognitive load from the WPS of –

lateral acceleration of cars is known and therefore,

presumably oscillating – lateral acceleration might

could be easily factored out by variable (depending

not necessarily be associated with the inferiority of

on the speed of the car) scaling of the values of the

the proposed approach. Rather, even when distracted

obtained WPS, incorporating human-related factors

by texting, some drivers may still be able to control

could be much more challenging. The features

the car adequately, without experiencing any

characterizing the driving style (especially, the way

steering oscillations. Therefore, compared to other

in which the error-correcting steering input is

methods (e.g., based on eye tracking) that also

applied) of the drivers are both (i) rather

attempt to infer distracted driving, the proposed

individualistic

fluctuating

approach could be viewed as a holistic one, because

(according to time, and the condition of the car, road,

it is based on the detection of the actual effects of

and driver). Consonant with the hypothesis that the

distractions on driving (i.e., steering oscillations, if

“average” human-related features are virtually

any), rather than determining the underlying reasons

non-existent [22], the experimental results confirm

for these distractions.

and

(ii)

naturally

that the obtained values of WPS for each of the
5

drivers vary significantly (Figure 8). Consequently,

Conclusion

using the same threshold for discriminating the WPS
that corresponds to the different cognitive load of all

We discovered that the patterns of the time series

drivers would be unfeasible. Rather, either a (static)

signals of lateral acceleration (and the values of the

threshold that is “learned” individually for each

corresponding power spectrum of its Fourier

particular driver, or, a dynamic threshold based on

transformation) of a car controlled by an inattentive

the recently sensed state of the car or (and) driver

driver along a straight road mimics the pattern of a

might prove to be a more optimal solution. In the

cornering car even when driven by a fully attentive

latter case, we anticipate that the change in the WPS

driver. Therefore, it would be unfeasible to apply

while driving, rather than its absolute value would

plain thresholding to a canonical power spectrum

be more symptomatic of the current cognitive load

(featuring equal weight coefficients) for the purpose

of the driver.

of identifying the inattentive driving from the
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(2014-2018).

presence of steering oscillations under all driving
conditions. We hypothesized that optimization of the
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Virtual Sample Generation Mechanism for Driver Model Estimation
Shigeru KATAGIRI* and Miho OHSAKI*
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We report the fiscal 2017 progress of our research on statistical approach to mathematical driver model estimation,
specially class predictor development. Our research subjects are basically related to Minimum Classification Error (MCE)
training and deep neural networks. The report mainly introduces the latest results of the following two approaches:
uncertainty-based class boundary evaluation and simulated-annealing-concept-based loss smoothness control for MCE
training. Experiment results demonstrate that our approaches can contribute to the increase in predictors’ power, though
they are still in the exploratory research stage.

Key words ： Machine learning, pattern recognition, kernl method, neural networks.
キーワード ： 機械学習, パターン認識, カーネル法，ニューラルネットワーク．

ドライバモデル仮想標本生成メカニズム
片桐 滋 大崎 美穂

1

はじめに

パターンのための大幾何マージン最小分類誤り（LGM-

MCE: Large Geometric Margin Minimum Classifica運転を支援するドライバモデルは，如何なる利用状況

tion Error）学習法とカーネル最小分類誤り（KMCE:

においても正確に動作することが期待される．しかし，

Kernel Minimum Classification Error）学習法に関し

そうしたモデルの実現には，将来登場し得る全ての，言

て，いずれも論文誌論文 5) や関連分野における難関国

い換えれば無限量のドライバモデル学習用データが必

際会議における論文 6) として発表するに至った．また，

要となる．明らかに，現実においては無限量のデータの

これらの手法の改良や適用範囲の向上を目指し，可変長

利用は不可能であり，ドライバモデルの学習は何らかの

の時系列パターンの分類に KMCE 学習法を適用する手

形で有限量のデータと無限量のデータとの間の溝を埋め

法の開発

る必要がある．本研究は，その溝を，特にドライバモデ

小化に伴う局所性を回避する手法の検討 9) ，分類器パ

識などで用いられる分類器の学習において，主に最小分

ラメータの制約付き最適化の検討 10) などを行った．一

類誤り（MCE: Minimum Classification Error）学習法

方，モデルのノンパラメトリック性に注目してこれまで

が持つ仮想標本生成効果 3) や深層ニューラルネッ

トワークが持つ特徴表現力

4)

や，MCE 学習法における損失平滑度の自

動設定法に関する検討 8) ，MCE 学習法における損失最

ルの状態推定あるいはドライバモデルが行うべき環境認

1, 2)

7)

採用してきた進化プログラミングを用いる手法 11) に代

などを用いて解決しよう

えて，強化学習によってドライバモデルを推定する試み

とするものである．

12)

も新たに行った．また更に，昨期着想を得ていた 14) ，

今期はまず，昨期までに成果があった，可変長時系列

* Department of Information System Design, Faculty of Science and Engineering, Doshisha University, Kyoto
Telephone : +81-774-65-7567,E-mail : skatagir@mail.doshisha.ac.jp
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いる．

学習された分類器の状態あるいは対応するクラス境界
の最適性を評価する手法の開発においても進展があった
15, 16)

C(x) = Ck iﬀ k = arg max P (Cj |x).

．

j

上記の状況を受け，本稿では特に，先行する成果報告

(3)

式 (3) に沿って標本 x を Ck に分類するとき，1−P (Ck |x)

（文献 (17) 等）においてはほとんど言及してこなかった，

の確率で x は誤分類され，P (Ck |x) が最大である故にそ

曖昧性基準に基づくクラス境界評価法 16) と MCE 学習

の誤り確率値は最小になる．この，x に対する最小の誤

法における損失最小化に伴う局小点（局所的最小点）を

り確率を標本空間全体で（無限個の標本上で）積分した

回避する手法 9) とに関する研究に焦点を合わせて研究

ものが最小分類誤り確率，すなわちベイズ誤りである．

成果を報告する．

ベイズ誤りの定義から明らかなように，その計算には
無限量のデータが必要である．しかも，同じ実現値を持

2
2.1

曖昧性基準に基づくクラス境界評価法

ちながらも異なるクラスに属する標本が存在し得ること
が前提とされている．また，ベイズ誤りが非ゼロである

分類課題と分類器学習の目的

ときは，理想的な分類が誤分類を伴うことも前提とされ

入力パターン標本 x ∈ X を予め設定された J 個のク

ている．しかし，分類器学習の現実において利用できる

ラス，C1 , . . . , CJ のいずれかに属するものと判断，すな

データ量は有限である．また，同じ実現値を持ちながら

わち分類する，一般的な分類課題を考える．ここで，X

異なるクラスに属する標本を得ることはめったにない．

は無限個の標本集合である．判断は，次の分類器則に基

言い換えれば，実際の分類器学習のほとんどにおいては，

づいて行う．

標本空間内のある点には，あるクラスに属する 1 つの標

C(x) = Ck iﬀ k = arg max gj (x; Λ).
j

本のみが存在する．異なるクラスに属する標本どうしが

(1)

重なることはほとんど無いのである．更に，標本と標本

ここで，gj (x; Λ) はクラス Cj の識別関数，Λ は分類器の

の間には標本が存在しない隙間が広がってもいることに

クラスモデルパラメータである．また，識別関数 gj (x; Λ)

なる．

の値は，x が Cj （j ∈ [1, J]）に属する程度を表し，そ

全数記憶方式によって有限個の学習標本を完全に正分

の値が大きいほど x が Cj に属する可能性が大きいもの

類できるように，標本に重なりが無く，かつ標本空間に

とする．C( ) は分類オペレータである．

標本が存在しない隙間があるとき，分類器は，高い表現

標本 x が Cy に所属するものとするとき，その x に対

力を持つモデルパラメータを用いることで，その学習標

する分類の正誤は，誤分類尺度の符号（正負）を用いて

本に対する分類誤りを容易に減らすことができる．しか

次のように表すことができる．

し，そうした隙間の存在などを前提として得られる分類

dy (x; Λ) = −gy (x; Λ) + max gj (x; Λ).
j,j̸=y

力が，隙間なく存在する無限個の標本に対して最小の分

(2)

類誤り，すなわちベイズ誤りをもたらす保証はない．隙

式 (2) は，その正値と負値がそれぞれ誤分類と正分類に

間に忠実に引かれたクラス境界は，
（本来の誤分類の存在

対応することを示している．また特に，dy (x; Λ) = 0 は，

を無視して全ての学習標本を正しく分類するように学習

x が Λ によって決定される推定クラス境界 B(Λ) 上にあ

が行われるため）ベイズ誤りに対応する理想的なクラス

ることを意味する．

境界よりも複雑になり易く，学習標本に対して小さな誤

分類における究極の理想状態は，将来生じ得る全ての

分類数をもたらす一方で，無限個の標本に対してはしば

パターン標本に対する分類誤りが最小となる状態，いわ

しば大量の誤りを引き起こす（実際には，無限量データ

ゆるベイズ誤りの状態である．従って，分類器の学習は，

を用いることは不可能なため，この分類誤りの評価は，

そのベイズ誤り状態に対応するクラスモデルパラメータ

学習には用いられない有限個の試験標本で代行して行わ

Λ の状態の達成を目指して行われる．

れる．
）．

2.2

分類器学習における従来のアプローチと現状

上述の議論から，分類器学習を困難にする根源的原因

ベイズ誤り状態は，各標本に対する事後確率を用い

が，学習標本の有限性にあることがわかる．また，分類

た次のベイズ決定則に基づいて得られることがわかって

器学習の “手続き” に焦点を合わせ，その原因を有限の
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曖昧性基準

学習標本に対する過学習問題にあるととらえ得ることも

2.3

わかる．なおここで，後者は元々は前者に端を発するも

当然のことながら，標本分布が未知であればベイズ誤

のであり，両者の境界はそれほど明確ではない．実際，

りも未知である．標本分布あるいはベイズ誤りそのもの

これらのいずれか，あるいは両者の解決を目指し，実に

の未知性が問題の根源にある以上，これまでの研究の流

様々な分類器学習法が提案・研究されてきた（文献 (18),

れの先にブレイクスルーを期待するのは容易ではない

(19) 等）．例えば，標本の有限性を解決するためには，

ように思われる．それでは，本質的に未知なベイズ誤り

パルツェン窓や混合ガウス型などの連続的確率密度関数

の推定をせずに問題を解決する術は，あり得ないのであ

による標本分布のモデル化が行われてきた．交差検定法

ろうか．解の一つとして，我々はベイズ誤り状態に対応

やブートストラップ法は，有限個の標本を繰り返し再利

するクラス境界（ベイズ境界と呼ぶ）が持つ性質に着目

用することで，標本数を実質的に増やそうとしてきた．

した．

交差検定法の基盤でもある，利用可能な標本の学習用と

簡単のため 2 クラス分類課題（C1 , C2 ）を考える（以

検証用への分割と，その検証用標本を無限個標本に見立

下の議論は，多クラス課題においても全く一般性を失わ

てた学習は，今や分類器学習のデファクトスタンダード

ずに成立する．
）．式 (3) から明らかなように，2 クラス

でさえある．また，幾何マージン最大化の原理は，実標

課題におけるベイズ境界は，次式に示す事後確率値が等

本の周囲に仮想標本の存在を仮定する効果によって，実

しい，即ち分類判断における曖昧性が最も高い標本点の

質的に標本間の隙間を埋める試みに他ならない．過学習

集合として定義される．

の抑制を目指して，情報量基準によるモデルパラメータ

P (C1 |x) = P (C2 |x).

数の最適化も広く用いられてきた．検証用標本の利用を
ほぼ前提とする正則化は，過学習抑制のための直接的手

(4)

ベイズ誤りは，P (C1 |x) と P (C2 |x) を比べたときに

段として，実際上欠くべからざる存在となっている．

小さな方の値を全ての x 上で積分するものである．従っ

様々な手法が提案・研究されてきた結果，学習標本の

て，その推定は，全ての x に対する事後確率の値その

有限性に起因する分類器学習の困難は，根本的に解決

ものを必要とする．一方，式 (4) は，両確率値が等しい

されているのであろうか．例えば，連続的確率密度関数

ことだけを必要とする．値そのものの（正確な）推定は

を用いて標本分布をモデル化するとき，その目標となる

必ずしも求めない．また，P (C1 |x) + P (C2 |x) = 1 の制

真の分布は未知であり，関数の型選択，ひいてはモデル

約が推定を助けてくれる可能性もある．ベイズ境界で式

化が十分適切に行われる保証はない．正則化によって過

(4) の事後確率の均衡が成立する一方で，非ベイズ境界

学習を抑制する時も，ベイズ誤りが未知であるため，そ

では均衡は崩れる．この性質は，事後確率の均衡，言い

の抑制の程度が適切である保証はない．実際，これらの

換えれば分類境界における判断の曖昧さが，推定クラス

弱点を補うためにこそ，検証用標本がデファクトスタン

境界のベイズ境界らしさの評価基準になり得ることを明

ダード的に（モデル化や抑制程度を評価する補助情報源

確に示している．さらに，ベイズ境界上の全ての点にお

として）用いられてきたものとも解釈できる．しかし，

いて成立する式 (4) の事後確率の均衡は，ベイズ境界上

検証用標本の利用は，学習用標本の数を減らし，学習結

にある全ての境界標本（境界上にある標本）の所属クラ

果の信頼性を低下させる 20) ．確かに，情報量基準はモ

ス比をも均衡させる．翻って，非ベイズ境界上における

デルパラメータ数のあるべき状態の理論的な予測を可能

式 (4) の均衡の崩れは，対応する境界標本（クラス境界

とし，検証用標本を必要としない．しかし，この手法は

上の標本）の所属クラス比の均衡も崩す．こうした性質

元々標本分布のモデル化を指向したもので，ベイズ誤り

は，近傍標本を用いる事後確率推定の質の向上に寄与す

の推定には必ずしも適さない．

ることが期待できる．一方，ベイズ誤りの推定が不要で
あるということは，検証用標本も不要であることを意味

以上のように，従来の分類器学習法を俯瞰するとき，

する．従って，利用可能な標本を全て学習用に回すこと

それらに共通する問題はやはり，学習標本の有限性の問

ができ，分類器学習そのものの信頼性を向上することさ

題，言い換えれば無限個の標本から成る標本分布が未知

えも期待できる．こうして，推定クラス境界における曖

である事実から解放されていないことがわかる．

昧性が，ベイズ誤りの推定を必要としない，推定クラス
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境界の評価法の構築に結びつき得ることがわかる．

2.4

Algorithm 1: Outline of proposed classifier
status evaluation method16)
Input: Set of candidate statuses, T
Output: arg maxΛ Ĥ(Λ)
1 for Λ ∈ Set of candidate statuses do
2
Extract S(Λ): Salient samples for B(Λ)
3
Evaluate uncertainty H(Λ) using S(Λ)

エントロピーに基づく曖昧性を用いるクラス境
界評価法

前項で述べた曖昧性を次式の累積エントロピー H(Λ)
によって具体化した，クラス境界評価法の概要とそれを
用いた評価結果を紹介する．
∫
H(Λ) =
H(x)p(x)dx.

4

end

(5)

x∈B(Λ)

ここで Λ は学習対象の分類器パラメータであり，B(Λ)

態の探索は，
【ステップ 1】入力されたパラメータ状態毎

は Λ によって決定される推定クラス境界，H(x) は次式

【ステップ 2】そ
に境界近傍標本群（S(Λ)）を選択し，

の得られた S(Λ) を用いて累積エントロピー H(Λ) を推

で定義される標本エントロピーである．

定する過程を，パラメータ状態を取り換えながら繰り返

H(x) = −P (C1 |x) log(P (C1 |x)) − P (C2 |x) log(P (C2 |x)).
(6)
定義から明らかなように，累積エントロピー H(Λ) は，

し，求められた推定累積エントロピー Ĥ(Λ) の中の最大
値に対応するパラメータ状態を選択することで行う．
詳細は省略するが，ステップ 1 における境界近傍標本

2 クラスの事後確率が均衡するベイズ境界において最大

は，推定クラス境界によって異なるクラスに分類された

値の 1 となり，均衡が崩れる非ベイズ境界においては 1

2 つの標本の対を選択し，その 2 標本間を内挿すること

を下回り，均衡の崩れが大きいほど 0 に近い値をとる．

で近似的に仮想的境界標本を求め，得られた仮想的境界

これらの性質から，境界標本に対する標本エントロピー

標本に最近傍の実標本を境界近傍標本とすることで選択

の計算とその累積によって，推定クラス境界のベイズ境

した（Algorithm 2）．

界らしさを評価し得ることを読み取ることができる．

Algorithm 2: Extraction of estimated boundary salient sample set16)
Input: T
Output: S(Λ)
1 Train classifier model of parameters Λ on T
2 Re-label T with labels ŷ estimated by f (Λ)
3 for x ∈ T do
4
Randomly pick a sample x′ for which
ŷ(x) ̸= ŷ(x′ )
5
Perform random search to find α0 ∈ [0, 1]
which minimizes |dy (αx + (1 − α)x′ ; Λ)|
6
S(Λ) ← S(Λ), N N (α0 x + (1 − α0 )x′ , T )

再び定義から明らかなように，累積エントロピーの質
は，境界標本の選定と標本エントロピーの計算との質に
よって決められる．しかし，有限個の学習標本のみが利
用可能な現実において，標本が推定クラス境界上に正確
に乗ることはあまり期待できず，また標本エントロピー
も有限個の標本のみを用いて推定するしかない．従って，
実際の評価手続きにおいては，いずれも近似的に実装せ
ざるを得ない．まさに，この近似の質が評価法の有効性
の鍵となる．
様々な実装が可能と思われる中で，特に，境界標本の
近似として境界近傍標本（Salient sample とも呼ぶ）を

7

選択するステップと，選ばれた境界近傍標本のみを用

8

end
return S(Λ)

いて標本エントロピーを計算するステップとから成る
手法を実装した（Algorithm 1）．本アルゴリズムは，

選ばれた境界近傍標本に対する事後確率値は，原理的

その適用前に，分類器パラメータ（Λ）の複数の状態が

に，その標本位置における 2 クラスそれぞれに所属する

学習によって推定されていることを前提とする．そし

標本数の比を用いて行うことができる．しかし，有限個

て，その学習されたパラメータ状態（アルゴリズム中の

の学習標本しか利用できない現実において，境界標本位

candidate statuses）と学習用標本集合（T ）とを入力と

置でその比を求めることはほぼ不可能である．そこで，

して受け取り，累積エントロピーの推定値（Ĥ(Λ)）が

現実的な近似解として，各境界近傍標本の周辺小領域に

最大になる（最も曖昧性が大きくなる）パラメータ状態

おいて比を求めることを考えることができる．しかし，

を出力する．この曖昧性が最も大きくなるパラメータ状

周辺小領域の大きさの設定には恣意性が残る．この問題

138

を回避するため，本実装では，次式の，距離に基づいて
自動的に重みづけられる標本数の比を採用した．

∑N i

−dn (s)
n=1 e
∑Nc −d (s) .
m
m=1 e
c=1

P̂ (Ci |s) = ∑2

(7)

ここで dn (s) = ∥s − xn ∥ は学習標本 xn と境界近傍標

本 s との間の距離であり，Ni はクラス Ci の学習標本数，

i は 1 あるいは 2 をとるクラス指標である．また，ここ
で指数関数を用いたのは，境界近傍標本 s から離れた学
習標本が事後確率計算に及ぼす影響を，距離に基づいて
自動的に強く抑制するためである．

2.5

Fig. 2. Classification error probability estimates and
uncertainty-based class boundary evaluation scores on
Breast Cancer Data16) .

評価実験

ガウスカーネルを用いるサポートベクターマシン
（SVM: Support Vector Machine）分類器のガウスカー
ネル幅を最適化すべきパラメータとして，本提案評価法

験用標本から得られた誤り確率推定値，すなわち真の誤

の効果を実験的に検証した．カーネル幅の多数の候補値

り確率の近似値（Lval ）とを示し，中段の赤色曲線と灰

から，最適な，すなわちベイズ境界をもたらすカーネル幅

色曲線はそれぞれ，C1 と C2 に関する誤り確率推定値

値を選択することを目指した．混合ガウス分布（GMM:

の内訳を，下段グラフの青色曲線は提案評価法によって

Gaussian Mixture Model）によって生成した人工パター

得られた負の累積エントロピー値（−H(Λ)）を示して

ン標本の分類課題に関する結果（図 1）と実際に観測を

いる．これらの誤り確率推定値はいずれも，上述の交差

通して得られた実世界標本の分類課題（Breast Cancer

検定法によって慎重に推計したものである．下段の緑色

Data）に関する結果（図 2）を示す．なお，実世界デー

曲線は上段のそれと同じ誤り確率推定値である．いずれ

タの誤り確率は本質的に未知であるため，本実験では，

のグラフにおいても横軸はカーネル幅である．なお，最

交差検定法において十分に収束したことが確認された試

大の曖昧性が誤り確率の最小値（ベイズ誤り）に対応す

験用標本に対する誤り確率推定値を無限データに対する

ることから，グラフでは曖昧性基準である累積エントロ
ピーの符号を反転して表示している．また，緑色曲線の

（真の）誤り確率の近似値として採用した．

最低部がベイズ誤り推定値に対応する．
（紙面の都合上，
）
図 1 中の赤色破線の説明は省略する．
いずれの図の上段グラフからも，学習用標本に対する
誤り確率推定値と真の誤り確率の近似値（以降，簡単の
ため，“真の誤り確率” と呼ぶ）とが全く異なる，ほぼ逆
の変化を示していることがわかる．学習用標本から得ら
れる誤り確率推定値が真の誤り確率の適切な推定値足り
えていないことが明確に示されている．また，カーネル
幅が狭くなる（グラフ右側）につれ，学習標本に対する
誤り率はゼロに近づき，その一方で真の誤り確率は大幅
に増加する．狭過ぎるカーネル幅（グラフ右側）は，明

Fig. 1. Classification error probability estimates and
uncertainty-based class boundary evaluation scores on
GMM Data16) .

らかに学習標本に過剰適応した（ベイズ境界よりも）複

それぞれの図中，上段グラフの橙色曲線と緑曲線はそ

も）単純過ぎるクラス境界を生成していることを読み取

れぞれ，学習用標本から得られた誤り確率（誤り率の期

ることができる．一方，下段グラフから，提案手法によ

待値）の推定値（Ltr ）と（学習には用いなかった）試

る青色曲線の最低部が，目標である（真の誤り確率の）

雑過ぎるクラス境界を生成し，広過ぎるカーネル幅（グ
ラフ左側）は，表現力不足に起因して（ベイズ境界より
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緑色曲線の最低部，即ちベイズ誤りと優れた一致を示し

易い勾配法を改良することが現実的な解となり得るよう

ていることがわかる．2 つの曲線の全体的な一致は不完

に予想される．

全であり，手法はまだ改善を要する．しかし，得られた
結果は，提案手法が，ベイズ誤り推定を経由するこれま

3.3

疑似焼き鈍し法に着想を得た平滑度制御

でのほとんどの手法とは全く異なるアプローチによって，
前節のベイズ境界推定に用いた SVM のカーネル幅な

ベイズ境界を正確に選択し得ることを十分に示唆してい

どと同様に，平滑分類誤り数損失の平滑度は，元々，検

るように思われる．

証用標本を用いて最適化される必要があった．しかし，

3

前述したように，検証用標本の利用は回避したい．この

最小分類誤り学習法の損失最小化における局小点の
回避

課題の解決法として，誤分類尺度 (2) の空間における確
率分布関数のパルツェン推定に基づいて，平滑度を自動

最小分類誤り学習法の概要

3.1

的に最適化する手法を開発した 22) ．手法は，誤分類尺

MCE 学習法は，式 (2) の誤分類尺度とその関数であ

度上に現れる誤り確率の（実質的に無限個の仮想標本を

る平滑な分類誤り数損失

ℓy (dy (x; Λ)) =

1
1 + exp (−αy dy (x; Λ))

増加させる効果を持つ）パルツェン推定を基盤として，
推定によってデータドリブン的に決められるパルツェン

(8)

窓幅 hy から平滑度 αy を次式によって決定する．

によって特徴づけられる識別学習である．ここで，x は
クラス Cy に所属する学習標本であり，α は損失の平滑

αy = √

度を制御する正の定数である．学習は，この各学習標本

4
.
2πhy

(10)

に関する個別の損失を全学習標本上で累積する経験的平
均損失

L (Λ) =

N
1 ∑
ℓy (dyn (xn ; Λ))
N n=1 n

評価実験の結果，こうして自動的に決定された平滑度を

(9)

用いた MCE 学習は，平滑度値を少量ずつ変化させなが
ら最適状態を探索する多数回の試行錯誤の繰り返しと同

の最小化を目指し，その最小状態に対応する分類器パラ

等の高い分類力（ベイズ誤りの高い推定力）を示し得る

メータ Λ の状態を解としてもたらす．なおここで，N は

ことが示されている 22) ．しかし，式 (10) で設定された

学習標本数であり，複数の学習標本上で個別損失が累積

平滑度を用いた経験的平均損失の最小化には勾配法を用

される状況を明記するため，xn と yn をそれぞれ n 番

いており，その最小化結果が局小点問題を回避し得てい

目の学習標本とその所属クラスとして表記している．

3.2

る保証はない．局小点を回避することでさらに高い分類

経験的平均損失最小化における局小点問題

力を達成する可能性が残されているように考えられた．

式 (9) の経験的平均損失は，基本的に多峰性の関数で

上記の状況を受け，式 (10) によって求められる平滑

ある．すなわち複数の局小点を持つ．従って，取り扱い
が比較的容易で計算量も少ない勾配法による最小化は，

度を基盤とした上で，そこに疑似焼き鈍し法的な平滑度

その局所性に起因して大局的な最小点の発見を保証しな

の制御を加え，存在し得る局小点の回避を試みた 9) ．疑

い．この問題の解決策として，疑似焼き鈍し法や遺伝ア

似焼き鈍し法の基本は，最小化の初期においては大局的

ルゴリズムの利用を考えることができる．しかし，そう

に損失関数の最小点探索を行うことで局小点を回避し，

した手法も，有限回のパラメータ更新に止め置かざるを

次第に探索範囲を小さくしながら大局的最小点に近づく

得ない現実の学習においては，やはり局小点を完全に回

探索戦略にある．提案法では，この戦略は，最小化の初

避することは保証せず，しかも一般に計算量が多くなる

期においては経験的平均損失の平滑度を増し，学習の進

短所を加えさえする．また，報告者ら自身，遺伝アルゴ

行とともに次第にその平滑度を減少させ，最終的に（仮

リズムによる平滑な分類誤り数損失の最小化が，かえっ

想標本効果によって，無限量データに対する分類誤り確

て勾配法よりも低質な最小化を招き得ることも確認して

率の優れた近似をもたらしていることが期待される）式

．こうした様々な長所短所を総合的に判断する

(10) を用いる自動設定法による平滑度に戻す制御として

いる

21)

実装した（図 3）．

と，できるだけ局小点を回避できる機能を加えて，扱い
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ると，局小点に停留し易くなる危険が増す．しかし，現
時点においては，この学習係数を合理的に最適化する手
段はなく，試行錯誤的に設定するしかないためである．
上述のように，局小点問題には損失平滑度のみならず
学習係数の設定も影響する．この異なる要素が複雑に絡
み合った結果として損失の最小化が行われ，学習標本あ
るいは試験標本上の分類精度が得られる．この複雑な過
程を，限られた数の実験結果のみを用いて明らかするこ
とは容易ではないものの，表から以下のような傾向を読

Fig. 3. 学習の初期に平滑度を増し，次第に平滑度を減
少させる平滑度制御の様子.

み取ることができる．
まず，自動設定法と比べ，提案制御法による学習標本
分類率は多くの学習係数値の設定においてやや低めにと

平滑度を学習の進行と共に変化させる実現法には様々

どまった．これは，提案制御法は，損失関数をより滑ら

な選択肢があり得る．本研究では特に，次式を用いて，

かにしてパラメータ更新を行うことが多いために，パラ

とし，学習の終盤に

メータ更新量が小さくなり，同じ学習係数値で比較する

おいて式（10) によって決められる α̇ に復帰するように

と自動設定法よりも学習が進まなくなる可能性があるた

制御した（図 4）．

めと考えられる．パラメータ更新回数を増やすことで，

学習の初期においては小さな α̂

(0)

α̂(m) = α̂(0) + (α̇ − α̂(0) ) · sin

(m
M

·

π)
.
2

提案制御法の学習標本分類率は向上する可能性が残され

(11)

ている．なお，大きな学習係数値 100 の場合には，提

ここで, M は平滑度制御における総ステップ数である．ま

案手法におけるこの更新量の不足を学習係数の設定が補

た，m はステップ指標（0 < m < M ）であり，α̂

い，その一方で，大きな学習係数値が自動設定法におけ

(0)

< α̇

とする.

る望ましい局小点への収束を阻害したようにも考えられ
る．結果的に，パラメータ更新回数を増やした評価実験
による検証を必要とはするものの，提案制御法は自動設
定法よりも学習係数値の設定に関して頑健であることが
期待できる．この頑健性は，局小点回避に関する提案手
法による一定の貢献と見做すことも可能である．
次に，学習標本分類率と試験標本分類率とを比べると，
低めの学習標本分類率が高めの試験標本分類率に対応す

Fig. 4. 実装した制御法による平滑度の変化の様子.

る傾向があることがわかる（例：自動設定法による学習
標本分類率 98.2% と試験標本分類率 91.67% に対する，

3.4

提案制御法による学習標本分類率 98.05% と試験標本分

評価実験

音声データ ETLWD2 を用いる単語音声認識実験を通

）．これは，自動設定法における
類率 93.16% との比較．

して，提案した平滑度制御法と式（10）を用いる自動設

仮想標本増加による（無限個標本に対する）ベイズ誤り

定法とを比較した（表 1）．比較には，両手法のそれぞれ

の推定力が不十分であり，ベイズ誤りの推定精度の向上

に関する，学習標本上と学習には用いなかった試験標本

には一層の工夫（例えば 2 節のアプローチなど）が必要

上で得られた分類精度（%）を用い，さらに学習係数と

であることをあぶりだしているようにも考えられる．

して異なる 4 値（25 と 50，75，100）も採用した．異な

また，自動設定法による平滑度が，少なくとも提案制

る学習係数値を比較に加えたのは以下の理由による．即

御法による平滑度と同程度の滑らかさを持ち，勾配法に

ち，一般に学習係数が大き過ぎると，局小点に停留する

よる最小化を著しく難しくするような局小点を元々生成

ことを避け易くなる一方で，大局的最小点に到達する可

していなかった可能性も否定はできない．しかし，この

能性も低下する危険が大きくなり，学習係数が小さ過ぎ

点も含めて，提案制御法の性質を吟味するには現時点で
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得られている実験結果は不十分であり，一層慎重な評価

tual Samples through Loss Smoothness Determina-

が必要である．

tion in Large Geometric Margin Minimum Classiﬁcation Error Training,” IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing

Table 1. 提案制御法の評価結果. 学習標本と試験標本
に対する分類率（%）.
学習標本
50
75

学習係数

25

自動設定法

94.47
94.45

提案制御法

97.56
97.27

98.20
95.73

100

25

96.97
98.05

85.91
86.04

oto, Japan).
4) Tsubasa Ochiai, Shigeki Matsuda, Hideyuki Watan-

試験標本
50
75

90.11
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(ICASSP2012), pp. 2081-2084, March 28, 2012 (Ky-

abe, Xugang Lu, Chiori Hori, Hisashi Kawai, Shigeru

100

91.67
88.25

90.24
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Katagiri,

“Speaker Adaptive Training Localizing
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Modeling and Evaluation of Individual Driver’s Gaze Behavior
Taku UMEDA*, Chiyomi MIYAJIMA*, Eijiro TAKEUCHI*, Kazuya TAKEDA*

The major causes of traffic accidents are those related to the safety of the driver’s gaze behavior,
such as driver’s insufficient confirmation of safety and inattentive driving. To prevent these kinds of
traffic accidents, it is important to evaluate the safety of driver’s gaze behavior. In this study, as a
first step in evaluating the safety of the driver’s gaze behavior, we model individual driver’s gaze
behavior which can represent the relationship between the surrounding environment and the driver’s
gaze directions. A deep learning is used to model the driver’s gaze behavior which can estimate the
heat map of the driver’s gaze directions with respect to the given front image. The driver’s gaze
behavior model is evaluated using the driving data collected from instructors of a driving school and
elderly drivers at intersections with stop signs on city roads in Nagoya, Japan. Experimental results
show that the gaze behavior model can estimate the heat map of driver’s gaze directions which
represents characteristics of individual driver’s gaze behavior. We then assume that instructors of
driving school exhibit relatively safe gaze behavior, and we evaluate driver’s gaze behavior by
comparing with the gaze behavior estimated from the instructors’ gaze behavior model. Gaze
behavior of some drivers shows relatively higher deviation from the gaze behavior estimated form
the instructors’ model. We will investigate the relationship between the deviation of the driver’s gaze
behavior and the safety of the driver’s driving behavior.

Key words: gaze behavior, gaze map estimation, deep learning, instructor of driving school, intersection with stop
sign
キーワード： 視行動，視線マップ推定，深層学習, 教習員，一時停止交差点

ドライバ視行動の個人性のモデル化と視行動の安全性評価

梅田 拓，宮島 千代美，竹内 栄二朗，武田 一哉

通事故原因の多くはドライバの安全不確認や

１．はじめに
日本における交通事故発生件数は年間約

脇見運転によるものである

50 万件と依然として多い状況である．この交

1)．交通事故件数

を減少させるには，ドライバの安全不確認や
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脇見運転よる交通事故を防ぐ必要がある．こ

教習員が比較的適切な視行動を行っていると

ういった現状からドライバの視行動の安全性

考え

を評価することで，ドライバが危険な視行動

視行動の安全性について評価する実験を行

をしている場合はアラームなどで注意喚起す

う.

5)，教習員の視行動モデルを基準とした

る，といったシステムを車に搭載することに
より，事故を未然に防ぐことが可能であると

2．視行動推定モデルの構築

考えられる．また近年，自動運転の研究が盛

2.1

んに行われており，部分自動運転や条件付自

モデルの構造

本研究では先行研究

4)を参考に視線推定マ

動運転といった自動車が実用化されてきてい

ップモデルを構築する．構築したモデルの構

2)．一方でこのような自動運転車では通常

造を図 1 に示す．このモデルでは前方映像を

走行と自動走行の切り替え時にドライバが運

3 次元畳み込み層 6 層，プーリング層４層か

転可能な状態か判断するドライバモニタリン

らなる CNN を用いたエンコーダにより特徴

グ機能が必要であり，この判断にも応用可能

量抽出を行う．その特徴量を，双線形補間を

であると考えられる．ここで，ドライバは運

用いたアップサンプリング層 1 層，2 次元畳

転中に必要な情報の 90%を視覚情報から得る

み込み 1 層からなるデコーダに入力すること

3)，視線情報の解析がドライバ

で直接視線分布を出力する．入力データは

る

とされており

112×112 にリサイズした前方映像で，あるフ

の状態の監視に有効であると考えられる.
このような背景から本研究では，ドライバ

レームに対して前後 8 フレームずつの合計 16

の視行動に着目し，その安全性を評価するた

フレームを重ねて 1 つの入力としている．入

めに，視行動をモデル化することを目指す．

力データを時系列の画像として，3 次元畳み

ドライバの視行動をモデル化する先行研究

込みを行うことで，空間的な特徴と時間的な

の一つとして Palazzi らは，深層学習を用い

特徴を同時に捉えることができると期待され

て，ドライバが運転中に見る領域を予測する

る．教師データは入力データの中心となるフ

4)．前方映像，物体の動

レームに対する視線のヒートマップである．

く方向や移動量を表現したオプティカルフロ

実際の入力データと教師データの例を図 2 に

ー，各ピクセルがどのオブジェクトクラスに

示す．なお，先行研究では前方映像，オプテ

属するか分類したセマンティックセグメンテ

ィカルフロー，セマンティックセグメンテー

ー シ ョ ン の 結 果 を CNN(Convolutional

ションの結果を全て組み合わせたときが最も

Neural Network)の入力として視線分布を推

良い結果となっているが，前方映像のみでも

定するモデルを構築している．ここで視線分

高い結果が得られているため，本研究では前

布とは，前方映像に対する視線位置をヒート

方映像のみを入力とする．

手法を提案している

マップで表したものである．先行研究ではド

ここで，ドライバは運転中に前方の道路を

ライバによる視行動の違いについては考慮し

見る時間が大半のため，得られる視線データ

ておらず，一般的な視行動のモデル化を行っ

の多くが前方映像の中心や消失点付近に集中

ている．そこで本研究では，ドライバの視行

する．そのため，出力される視線マップが前

動の個人性を考慮したモデル化を行う．また，

方映像の消失点に集中してしまう過学習が起
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こる傾向にあることが問題とされており，入

シーンに対する視線の分布としてよりよい表

力に対してランダムクロップを行うことでこ

現が得られると考え，こちらの方法で教師デ

の問題に対処していた．しかし，本実験に用

ータを作成した．教師データは入力データの

いたデータは一時停止交差点通過シーンであ

中心となるフレームに対して前後 5m ずつに

るため，この問題は生じないものと仮定し，

おける視線を 112×112 の 1 つの画像に投影し

ランダムクロップは行っていない．

たヒートマップである．ここでヒートマップ
は，1 つの視線を投影した点に対して広がり
を持たせたガウス分布の重ね合わせで表現し
ている．
視線の投影方法は，カメラとドライバの顔
位置がほぼ等しいと仮定し，画角が 120 度で

Fig. 1: CNN に基づく視線分布推定モデル

あることから，Yaw と Pitch ともに 0 度を前
方映像の中心とし，左右の端がそれぞれ-60
度，60 度となるように投影した．ここで𝐺𝐺(𝑥𝑥, 𝑦𝑦)

を前方映像に対する前後 5ｍずつの投影され
た視線データであるとすると，視線の分布
𝐹𝐹(𝑥𝑥, 𝑦𝑦)は以下の式で表される．

𝐹𝐹(𝑥𝑥, 𝑦𝑦) = max 𝑖𝑖 𝒩𝒩(𝐺𝐺𝑖𝑖 (𝑥𝑥, 𝑦𝑦), 𝜎𝜎 2 )

(1)

ここで，ガウス分布の分散は前方映像
(a)前方映像

(b)視線分布

1920×1080 に対して 200 とした．

Fig. 2: 前方映像と対応する視線分布例
2.3
2.2

教師データの作成

モデル学習条件

モデルの学習条件を表 1 に示す．学習のエ

深層学習では，入力が前方映像，教師デー

ポック数は最大 100 回としたが，100 回目の

タは，実際の視線方向である．教師データの

学習時には過学習が生じており．バリデーシ

視線方向は，ある視線データ 1 点ではなく，

ョンデータにおける損失が最も低くなったと

ある区間で累積した視線方向の分布としてい

きの重みを用いることで過学習を抑止した．

る．この区間を決める方法は大きく 2 つの方
Table.1:学習パラメータ

法が考えられる．1 つは固定フレーム，つま
り時間を固定して累積する方法である．しか

エポック数

100

し，この方法では一時停止交差点において右

活性化関数

ReLU

を見ているか左を見ているかどうかが時間で

損失関数

大きく変化してしまうため，特定のシーンに

最適化

Adam

対する視線の分布として不十分だと考えられ

学習率

0.0001

る．もう 1 つの方法は距離を固定して累積す

𝜀𝜀

る方法である．距離を固定することで特定の

バッチサイズ
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KL ダイバージェンス

10-8
32

Fig. 3:走行コース
3．使用した運転データ
3.1

データ収集条件

3.2

使用データ

学習および評価に使用したデータの収集条

図 3 に示す走行コース中には述べ 78 箇所の

件を表 2 に，走行コースを図 3 に示す．なお，

交差点が存在する．本研究では，ドライバの

視線データは収集された近赤外の顔画像を解

視行動の特徴が表れやすいと考えられる，一

析し，視線の Yaw 角，Pitch 角を取得してい

時停止交差点通過シーンに着目し実験を行う．

る．収集されたデータは 8 割を学習データ，1

また，実験で用いた視線計測器はステアリン

割をバリデーションデータ，残りの 1 割を評

グコラムに設置するタイプのものであったた

価データとして用いた．ここで，視線データ

め，右左折時にステアリングのフレームによ

は例えばドライバが左右を大きく向いて範囲

る顔カメラのオクルージョンが生じる場合が

を超えた場合等に計測に失敗することがある．

あった．そこで，右左折時より直進時の方が

ここでは計測ができなかったデータフレーム

より安定して視線を取得できると考え，ここ

は使用していない．また，使用したデータは，

では，一時停止交差点の直進シーンを対象と

視線計測が全体の 80%以上成功したシーンの

した．なお，一時停止交差点直進シーンは走

みとし，全 546 シーンとして．そのため，被

行コース中に 26 箇所存在する．交差点の停止

験者によって走行回数に差が生じている．

線の位置を原点 0m と定義し，停止線手前前
20m から後 10m までを 5m のオーバーラップで

Table 2: データ収集条件
被験者数

教習員 5 名，高齢者 4 名

走行コース

名古屋市内住宅街

走行回数

各被験者 1～5 周

使用シーン

10m ごとにリサンプリングし，使用した.

4．評価実験
先行研究

4)

では，複数のドライバのデータ

を混ぜて一般的な視行動モデルを学習してい

一時停止交差点直進

たが，本研究では，視行動は個人毎に特徴が
あると考え，ドライバ個人の視行動モデルを
構築する．まず，個人毎に学習した視行動モ
デルがドライバ本人の視行動の特徴を捉えた
視線分布を推定可能かについて評価する．
次に，教習員は運転中に見るべき方向を確
認し，比較的適切な視行動を行っているもの
と仮定し，教習員データで構築した視行動モ
デルと比較することにより，ドライバの視行
動の安全性を評価する方法について検討する．
ここでは，教習員の視行動モデルに対する実
際の教習員及び高齢者の視行動の乖離度を求
め，それらの違いについて調査する
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4.1
4.1.1

視線マップ推定モデルの評価実験
学習/評価方法

教習員と高齢者 9 名のドライバにそれぞれ
(a)入力（映像） (b)出力

ついて，個人の視線マップ推定モデルを学習

(c)正解

し，ドライバ本人が走行した際の前方映像を

Fig.5:モデルの入出力と正解の例

モデルに入力した場合と，その他のドライバ

（交差点手前）
ここでは，次式に示す KL ダイバージェンス

の前方映像を入力した場合の視線マップ推定

で分布の違いを定量化した.

結果を比較し，ドライバ本人の推定結果の方
がドライバ本人の実際の視線方向により近い

𝑃𝑃(𝑖𝑖)

に学習した視線マップ推定モデルの入出力の

𝐷𝐷KL (P||Q) = ∑𝑖𝑖 𝑃𝑃(𝑖𝑖)log(𝜀𝜀 +

例を示す．図 4 は交差点数メートル前，図 5

正解値，𝑄𝑄(𝑖𝑖)は各ピクセルに対するモデルの

は交差点手前における，モデルの入力映像と

出力，𝜀𝜀は分布に含まれている 0 による発散を

かについて評価する．まず，図 4,5 に，実際

)

𝜀𝜀+𝑄𝑄(𝑖𝑖)

(2)

ここで𝑃𝑃(𝑖𝑖)は各ピクセル(視線方向)に対する

その出力結果（推定された視線マップ），及び

防ぐ目的の微小量である．

実際のドライバ本人の視線マップ（正解）の
例である．図 4 では，正解値と出力ともに中

4.1.2

実験結果と考察

心に視線が集まっているのに対して，図 5 で

得られた KL ダイバージェンスを，学習に用

は正解値と出力ともに視線が広がっているこ

いた本人および学習に用いていない本人以外

とが確認できる．

で平均した結果を図 6 に示す．ドライバ本人

さらに定量的な評価を行うため，出力され

の結果は，9 データの推定結果の平均，ドラ

た視線マップを視線方向における確率分布と

イバ本人以外については，9 人×本人以外 8

みなし，出力と正解値との確率分布間の違い

データの 72 データの出力結果の平均である．

を計算する．

KL ダイバージェンスは値が小さいほど正解値
と近いことを示す．結果に対して t 検定を行
ったところ𝑝𝑝 = 0.009 < 0.05となり，ドライバ

本人に対する KL ダイバージェンスが有意に
小さいことが示された．このことから，ドラ
イバ本人の視行動の特徴を捉えたモデル化が
(a)入力（映像） (b)出力

(c)正解

できていると考えられる．

Fig.4:モデルの入出力と正解の例
（交差点数メートル前）

Fig. 6:モデルの評価結果
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らに考察が必要と考える.
4.2
4.2.1

視行動の安全性評価手法の検討
5．まとめ

学習/評価方法

ここでは，教習員が比較的安全な視行動を

本研究では，深層学習を用いてドライバが

行っているものと仮定し，教習員のデータを

運転中にどこを見るかを推定する視行動モデ

用いて模範的な視行動モデルを構築し，その

ル（視線マップ推定モデル）をドライバ個人

モデルとの乖離度から視行動の安全性を評価

別に構築した．モデルの推定結果を評価した

する方法について検討する．
まず，全 5 名の教習員から 4 名を選び，モ
デルを学習する．学習したモデルに対して，
学習に用いていない教習員 1 名，及び高齢者
4 名の視線分布を出力する Leave-one-out 交
差検証により評価した．評価結果は，教習員
に対しては本人を学習に含まないモデルに対
する結果，高齢者に対しては 5 つのモデルに
Fig. 7: 教習員モデルに対する各被験者の

対する結果の平均値とした．

KL ダイバージェンス
4.2.2

実験結果と考察

教習員モデルに対する各被験者の KL ダイ

結果，ドライバ本人の視行動の特徴を捉えた

バージェンスの平均を図 7 に示す．教習員 5

モデル化ができていることを確認した．

名と高齢者 4 名の KL ダイバージェンスの平均

次に，教習員の視行動モデルとの乖離度か

に有意差は見られなかったが，教習員 J1003

ら視行動の安全性を評価する手法について検

や高齢者 J1102，J1103 について一般的な教習

討した．教習員モデルに対する視行動の乖離

員の視行動から比較的離れている傾向が見ら

度を定量化した結果，教習員と高齢者の平均

れた．ここで，実際の運転シーンを映像にて

には差が見られなかったが，一部被験者につ

確認したところ，他の教習員にたいして乖離

いて，教習員の視行動から比較的離れている

度が比較的大きいと判断された教習員 J1003

傾向が見られた．視行動の乖離度と実際の運

は，一時停止していないシーンが数多くみら

転行動の安全性との関係については，今後さ

れた．また，高齢者の中で教習員に近いと判

らに考察の必要がある.

断された J1104 は，一時停止を必ず行い，慎

今後の課題として，視線が中央に集まる傾

重に運転をしているシーンが多く見られた．

向を排除する手法を取り入れる必要があると

本研究の被験者については，教習員群と高齢

考えられる．また，本研究で使用したデータ

者群で平均すると差は見られないが，個人毎

は前方映像と視線のみであるが，視線の動き

に見ることで，視行動の安全性に違いがある

は歩行者や自転車，対向車などの物体に大き

ことが分かった．視行動の乖離度と実際の運

く影響されるものだと考えられるため，前方

転行動の安全性との関係については，今後さ

映像に対する物体検出結果および物体までの
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距離情報などを考慮したモデル化方法につい
ても検討する予定である．
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2QWKH(PHUJHQFHRI2VFLOODWLRQVLQWKH(YROYHG$XWRVWHHULQJRID&DURQ6OLSSHU\5RDGV
1DWDOLD$/(.6((9$ ,YDQ7$1(9 DQG.DWVXQRUL6+,02+$5$
5HFHLYHG0D\ 
2QHRIWKH LPSRUWDQW IHDWXUHVRIWKH DXWRQRPRXVYHKLFOHV LVWKHLU YHUVDWLOLW\WR YDULRXVWUDIILF VLWXDWLRQV DQG URDG FRQGLWLRQV :H
H[SORUHWKHIHDVLELOLW\RIXVLQJJHQHWLFSURJUDPPLQJWRGHYHORSDQDGHTXDWHDXWRVWHHULQJRIDFDULQVOLSSHU\URDGFRQGLWLRQV:H
DOVRLQYHVWLJDWHDQLPSRUWDQWHPHUJHQWSURSHUW\RIWKHEHVWHYROYHGVWHHULQJVROXWLRQV±WKHVWHHULQJRVFLOODWLRQV±DQGGLVFXVVKRZ
WKHVH RVFLOODWLRQV FRQWULEXWH WR WKH EHWWHU FRQWUROODELOLW\ RI WKH VOLGLQJ FDU :H DOVR SUHVHQW WKH OLPLWDWLRQV DQG WKH WHFKQLFDO
FKDOOHQJHVRIWKHUHDOZRUOGLPSOHPHQWDWLRQRIVWHHULQJRVFLOODWLRQV
.H\ZRUGV$XWRQRPRXVYHKLFOHV*HQHWLFSURJUDPPLQJ$XWRPDWHGVWHHULQJ6OLSSHU\URDGFRQGLWLRQV6WHHULQJRVFLOODWLRQV

1 Introduction

KHDY\ WUDIILF FRQGLWLRQV RU LQ GLIILFXOW HJ VOLSSHU\ 

6HOIGULYLQJ URDG PRWRU YHKLFOHV KDYH ORQJ EHHQ D

GUHDPRIWKHVFLHQFHILFWLRQDXWKRUV%\WKHPLGGOHRIWKH
WZHQWLHWKFHQWXU\WKHVHYHKLFOHV FDUV JUDGXDOO\EHJDQWR
EHFRPH D UHDOLW\ >@ 1RZDGD\V WKH DYDLODELOLW\ RI D
YDULHW\RIVHQVRUVDQGQDYLJDWLRQWHFKQRORJLHVDVZHOODV
WKH HQKDQFHG GDWD SURFHVVLQJ FDSDELOLWLHVRI WKH PRGHUQ
FRPSXWHUV KDYH HVFDODWHG WKH GHYHORSPHQW RI
DXWRQRPRXVFDUV+RZHYHUPRVWRIWKHVHFDUVEHORQJWR
WKH FDWHJRU\ RI DXWRQRPRXVO\ FRQWUROOHG YHKLFOHV RQO\
SDUWLDOO\,QGHHGWKHFXUUHQWO\DYDLODEOH XSWRWKHOHYHO
RI WKH a OHYHOV DV GHILQHG E\ WKH 6RFLHW\ RI
$XWRPRWLYH (QJLQHHUV >@  DUH VHPLDXWRQRPRXV
YHKLFOHV WKDW UHTXLUH WKH GULYHUV WR NHHS WKHLU KDQGV RQ
WKHVWHHULQJZKHHODOOWKHWLPHGXULQJWKHRSHUDWLRQRIWKH
³DXWRSLORW´ 0RUHRYHU LQ DQ XQSUHGLFWDEOH WUDIILF
VLWXDWLRQ RU FKDOOHQJLQJ URDG FRQGLWLRQ WKH FRQWURO
VKRXOG EH WUDQVIHUUHG WR WKH

VXSSRVHGO\  PRUH

GHSHQGDEOH KXPDQ GULYHU >@ :H EHOLHYH WKDW WKH
DXWRPDWLRQVKRXOGUHIUDLQIURPWUDQVIHUULQJWKHFRQWURORI
WKH FDU WR D KXPDQ GULYHU XQFRQGLWLRQDOO\ HVSHFLDOO\ LQ

URDGFRQGLWLRQVGXHWRWKHPDLQFKDOOHQJHRIWKLVWUDQVIHU
WKHUHGXFHGFRJQLWLYHORDGRIKXPDQGULYHU ZKRDWWKH
WLPH RI WUDQVIHU LV HLWKHU SDVVLYHO\ REVHUYLQJ WKH
DXWRPDWLFDOO\ FRQWUROOHG FDU RU HYHQ ZRUVH ± EHLQJ
FRPSOHWHO\ GLVWUDFWHG E\ VHFRQGDU\ WDVNV XQUHODWHG WR
GULYLQJ  PD\ UHVXOW LQ LQDGHTXDWH FRQWURO RI WKH YHKLFOH
E\ WKH ODWWHU >@ ,Q VXFK VLWXDWLRQV WKH EHKDYLRU RI WKH
KXPDQGULYHUPLJKWEHHLWKHU LPSUHFLVHRUWDUG\DVWKH\
PLJKW EH VXEMHFWHG WR ERWK L  D VKDUS LQFUHDVH RI
FRJQLWLYHGHPDQGDQG LL SV\FKRORJLFDOVWUHVVRIGHDOLQJ
ZLWK D VXGGHQO\ DULVLQJ FKDOOHQJLQJ GDQJHURXV WUDIILF
VLWXDWLRQ 0RUHRYHU QRW MXVW WDUG\ DQG XQSUHFLVH EXW
RIWHQ WKH XQFRQVFLRXV UHIOHFWLYH UHVSRQVH RI GULYHUV WR
VXGGHQO\ DULVLQJ VWUHVVIXO VWLPXOL PLJKW EH HYHQ
FRXQWHUSURGXFWLYH ± D SKHQRPHQRQ NQRZQ DV ³6WDUWOH
(IIHFW´ LQ DLUFUDIW SLORWLQJ >@ \HW QRW WKRURXJKO\
LQYHVWLJDWHG LQ FDU GULYLQJ (YHQ ZLWKRXW H[SHULHQFLQJ
VXFKDQHIIHFWWKH³DYHUDJH´KXPDQGULYHUPLJKWQRWEH
VXIILFLHQWO\ TXDOLILHG QRU H[SHULHQFHG HQRXJK  WR
DGHTXDWHO\ FRQWURO DQ XQVWDEOH HJ XQGHUVWHHULQJ RU

*UDGXDWH6FKRRORI6FLHQFHDQG(QJLQHHULQJ'RVKLVKD8QLYHUVLW\.\RWR-DSDQ
7HO
(PDLODOHNVHHYD#VLOGRVKLVKDDFMSLWDQHY#PDLOGRVKLVKDDFMSNVKLPRKD#PDLOGRVKLVKDDFMS
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RYHUVWHHULQJ  FDU LQ FKDOOHQJLQJ URDG FRQGLWLRQV 7UDIILF

LPSRUWDQWHPHUJHQWSURSHUW\RIWKHEHVWHYROYHGVWHHULQJ

DFFLGHQWVLQYROYLQJDXWRQRPRXVFDUV²DQGIHZRIWKHP

± WKH VWHHULQJ RVFLOODWLRQV ± DQG GLVFXVV KRZ WKHVH

IDWDO ² DWWUDFWHG SXEOLF DWWHQWLRQ WR WKH SUREOHP RI WKH

RVFLOODWLRQV FRQWULEXWH WR WKH EHWWHU FRQWUROODELOLW\ RI WKH

UHTXLUHG FRJQLWLYH FRQGLWLRQV WKDW DOORZ WKH KXPDQ

FDU

GULYHUVWRUHWDLQERWK L WKHLUDWWHQWLRQWRGULYLQJDQG LL 
WKHLUDELOLW\WRWDNHFRQWUROIURPWKHSRWHQWLDOO\LPSHUIHFW
DXWRPDWLRQ>@

7KH FDQRQLFDO VHUYRFRQWURO >@ DGRSWHG DV D
VWDQGDUG IRUPDO PRGHO RI VWHHULQJ DVVXPHV WKDW WKH
VWHHULQJDQJOHRIWKHIURQW VWHHULQJ ZKHHOVRIWKHFDULV

,Q RXU FXUUHQW UHVHDUFK LQVWHDG RI IRFXVLQJ RQ

FRQWLQXRXVO\FDOFXODWHGDVOLQHDUIXQFWLRQ VWHHULQJDQJOH

PDLQWDLQLQJWKHDGHTXDWHFRJQLWLYHORDGRIKXPDQGULYHUV

IXQFWLRQ 6$)  RI WKH VFDOHG ODWHUDO DQG DQJXODU

DWWKHWLPHRIWUDQVIHUULQJWKHFRQWUROWRWKHPLQGLIILFXOW

GHYLDWLRQV RI WKH FDU IRUP LWV LQWHQGHG WUDMHFWRU\ :LWK

VOLSSHU\  URDG FRQGLWLRQV ZH LQWHQG WR LQYHVWLJDWH DQ

DQ DSSURSULDWH WXQLQJ RI WKH WZR VFDOLQJ FRHIILFLHQWV

DOWHUQDWLYHDSSURDFKDYRLGLQJWKHWUDQVIHURIWKHFRQWURO

GHSHQGLQJRQWKHVSHFLILFIHDWXUHVRIWKHSDUWLFXODUFDU 

WRKXPDQGULYHUDOWRJHWKHU7KHUDWLRQDOHRIRXUZRUNLV

RQ QRUPDO QRQVOLSSHU\  URDGV WKH VHUYRFRQWURO FRXOG

WKDWLIWKHGULYHURIWHQVWUXJJOHVWRDVVXPHWKHFRQWURORI

DFKLHYHDVWHHULQJEHKDYLRURIDFDUZLWKLQVWDQWVWHHULQJ

WKH FDU LQ QRUPDO GULYLQJ FRQGLWLRQV  DQG DV WKH ULVN

UHVSRQVHWKDWLVYHU\VLPLODUWRFDUGULYHQE\FRJQLWLYHO\

KRPHRVWDVLV WKHRU\ DUJXHV WKH GULYHUV RI FDUV HTXLSSHG

DGHTXDWH DWWHQWLYH  KXPDQ GULYHU  >@ 0RUHRYHU DV

ZLWK VRSKLVWLFDWHG GULYLQJ DLGV WHQG WR EH ERWK OHVV

GHPRQVWUDWHG LQ >@ WKH VHUYRFRQWURO PRGHO FRXOG EH

IRFXVHGRQGULYLQJDQGRYHUO\RSWLPLVWLF>@ LWPLJKWEH

H[WHQGHG IRU D FDU IHDWXULQJ D UHDOLVWLF ± GHOD\HG ±

HYHQPRUHFKDOOHQJLQJIRUWKHPWRGRVRLQGLIILFXOW HJ

VWHHULQJ UHVSRQVH \HW GULYHQ RQ QRQVOLSSHU\ URDGV 

VOLSSHU\  URDG FRQGLWLRQV $YRLGLQJ WKH WUDQVIHU RI

DQGLWVSDUDPHWHUV ±GHWHUPLQHGWKURXJKYDULRXV±ERWK

FRQWURO LPSOLHV WKDW WKH DXWRPDWHG FRQWURO RI WKH FDU LV

VXSHUYLVHGDQGXQVXSHUYLVHG LQFOXGLQJ*3 ±PDFKLQH

GHSHQGDEOH HQRXJK HYHQ LQ FKDOOHQJLQJ VOLSSHU\ URDG

OHDUQLQJDSSURDFKHV

FRQGLWLRQV 7KH WDVN RI DXWRPDWHG FRQWURO RI WKH FDU
FRXOG EH GHFRPSRVHG LQWR WKH IROORZLQJ WZR VXEWDVNV
L  DXWRPDWHG VWHHULQJ RI WKH FDU WR PDLQWDLQ WKH DFWXDO
WUDMHFWRU\DVFORVHDVSRVVLEOHWRWKHGHVLUHGRQH HJWR
WKH FHQWHU RI WKH ODQH  DQG LL  PDLQWDLQLQJ WKH DFWXDO
VSHHGRIWKHFDUDORQJWKLVWUDMHFWRU\DVFORVHDVSRVVLEOH
WRWKHGHVLUHGRQH>@

$V ZH GHPRQVWUDWHG LQ RXU SUHYLRXV ZRUN >@ WKH
FDQRQLFDO VHUYRFRQWURO PRGHO FRXOG QRW SURYLGH DQ
DGHTXDWHFRQWURORIWKHFDURQVOLSSHU\ HJZHWVQRZ\
RULF\ URDGV0RUHRYHUERWKWKHSURSRUWLRQDOGHULYDWLYH
3'  DQG WKH SURSRUWLRQDO±LQWHJUDO±GHULYDWLYH 3,' 
VWHHULQJFRQWUROOHUVRIIHUDEHWWHUFRQWUROODELOLW\RIWKHFDU
>@ $V ZH SURYHG LQ WKH VDPH ZRUN WKH PRGHO

7KH REMHFWLYH RI RXU UHVHDUFK LV WR LQYHVWLJDWH WKH

IHDWXULQJDUHOD[HG±DQDUELWUDU\ UDWKHUWKDQDGGLWLYHDV

IHDVLELOLW\ RI GHYHORSLQJ KHXULVWLFDOO\ DQ DGHTXDWH

LQ ERWK 3' DQG 3,' FRQWUROOHUV  ± VWUXFWXUH RI LWV

VWHHULQJ RI D UHDOLVWLFDOO\ PRGHOHG FDU LQ VOLSSHU\ URDG

DQDO\WLFDO PRGHO GHYHORSHG KHXULVWLFDOO\ YLD *3

FRQGLWLRQV E\ PHDQV RI VLPXODWHG HYROXWLRQ YLD JHQHWLF

DFKLHYHV VXSHULRU FRQWUROODELOLW\ RI WKH FDU RQ VOLSSHU\

SURJUDPPLQJ *3  0RUHRYHU ZH VKDOO LQYHVWLJDWH WKH

URDGV:HVXSSRVHGWKDWWKHVHUYRFRQWUROLVQRWVXLWDEOH
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LQ VXFK FRQGLWLRQV EHFDXVH WKH YHKLFOH G\QDPLFV PRGHO

PRGHOLQJ>@RIWKHHPEHGGHGHOHFWURQLFV\VWHPVRIIHUV

RI WKH GLUHFWLRQDOO\ XQVWDEOH HJ XQGHUVWHHULQJ RU

DSRVVLEOHVROXWLRQWRWKHIRUPHUWZRFKDOOHQJHVEXWQRW

RYHUVWHHULQJ  FDU RQ VOLSSHU\ URDGV LV PRUH FRPSOH[ LQ

WR WKH ODWWHU RQH 2Q WKH RWKHU KDQG WKH FRPSXWDWLRQDO

WKDW LW LQYROYHV DGGLWLRQDO YDULDEOHV ± EH\RQG WKH ODWHUDO

HIILFLHQF\RI725&6LPSOLHVWKDWDWULDOUXQRIWKHFDURQ

DQG DQJXODU GHYLDWLRQV IURP WKH GHVLUHG WUDMHFWRU\ DV LQ

DJLYHQWUDFNFRXOGEHPRGHOHGPXFKIDVWHUWKDQLQUHDO

WKH VHUYRFRQWURO ± SHUWLQHQW WR WKH VWDWH RI WKH FDU WKDQ

WLPH DQG RIWHQ ZLWKLQ D VHFRQG RI FRPSXWDWLRQDO

WKDWRIWKHFDUGULYHQRQQRUPDOQRQVOLSSHU\URDGV>@

UXQWLPH 7KLV LV YHU\ LPSRUWDQW IRU WKH FRPSXWDWLRQDO

2Q WKH RWKHU KDQG ZH DWWULEXWHG WKH VXSHULRULW\ RI WKH

HIILFLHQF\RIWKHFRQVLGHUHGHYROXWLRQDU\SDUDGLJP±*3

HYROYHG UHOD[HG PRGHO WR WKH KLJKHU FRPSOH[LW\ ±

SURSRVHG WR GHYHORS WKH RSWLPDO 6$) $V D KHXULVWLF

FRPSDUHG WR WKDW DVVXPHG E\ WKH 3,' FRQWURO ± RI WKH

WULDODQGHUURU DSSURDFK *3 XVXDOO\ UHTXLUHV WKRXVDQGV

UHODWLRQVKLSV EHWZHHQ WKHVH YDULDEOHV LQ WKH SK\VLFDO

RI WULDOV ILWQHVV HYDOXDWLRQV  EHIRUH REWDLQLQJ D IHDVLEOH

PRGHORIWKHXQVWDEOHVOLGLQJFDU>@

VROXWLRQ

7KHUHPDLQLQJRIWKHDUWLFOHLVRUJDQL]HGDV IROORZV
6HFWLRQHODERUDWHVRQWKHDGRSWHGPRGHORIWKHFDUDQG
LWV HQYLURQPHQW 6HFWLRQ  H[SODLQV WKH DSSURDFK RI
HPSOR\LQJ*3WRHYROYHWKHDGHTXDWHVWHHULQJRIWKHFDU

7DEOH0DLQSDUDPHWHUVRIWKHVLPXODWHGFDU
)HDWXUH

9DOXH

0RGHORIWKH&DU

&/.'70

/D\RXW

)URQWHQJLQHUHDUZKHHOVGULYH

:LGWKP



RQ VOLSSHU\ URDGV 6HFWLRQ  SUHVHQWV RXU H[SHULPHQWDO

+HLJKWP



UHVXOWV 6HFWLRQ  IRFXVHV RQ DQ LPSRUWDQW HPHUJHQW

0DVVNJ



SURSHUW\ RI WKH EHVWHYROYHG VROXWLRQV ± WKH VWHHULQJ

)URQWUHDUZHLJKWGLVWULEXWLRQ



+HLJKWRIFHQWHURIJUDYLW\P



RVFLOODWLRQV ± DQG GLVFXVVHV KRZ WKHVH RVFLOODWLRQV

&RHIILFLHQWRIIULFWLRQRIWLUHV



6WHHULQJGHOD\V



LPSURYH WKH FRQWUROODELOLW\ RI WKH FDU )LQDOO\ VHFWLRQ 

6WHHULQJUDWHOLPLWV



GUDZVDFRQFOXVLRQ
2 Simulated Environment and Car
6LPXODWHG(QYLURQPHQW:HDGRSWHG7KH2SHQ5DFLQJ
&DU 6LPXODWRU 725&6  >@ IRU VLPXODWLRQ RI ERWK WKH
FDUDQGLWVHQYLURQPHQW725&6SURYLGHVERWKDUHDOLVWLF
DQGDFRPSXWDWLRQDOO\HIILFLHQWVLPXODWLRQRIWKHFDU7KH
PDLQSDUDPHWHUVRIWKHVLPXODWHGFDUWKDWZHXVHGLQRXU

)LJ6QDSVKRWRIWKHVLPXODWHGFDU

UHVHDUFKDUHJLYHQLQ7DEOH7KHVQDSVKRWRIWKHFDULV
VKRZQ LQ )LJXUH  7KH UDWLRQDOH RI HPSOR\LQJ 725&6

7KH 7UDFN 7KH IOH[LELOLW\ DQG RSHQQHVV RI 725&6

WRPRGHOWKHFDULVEDVHGRQWKHGUDZEDFNVRIWKHH[LVWLQJ

DOORZHG XV WR GHYHORS D GHGLFDWHG WUDFN IRU WHVWLQJ WKH

DOWHUQDWLYH DSSURDFKHV ,QGHHG HYDOXDWLQJ WKH TXDOLW\ RI

GLVFXVVHG VWHHULQJ DSSURDFKHV RI WKH FDU 7KH OD\RXW RI

WKH HYROYLQJ 6$) RQ D UHDO FDU ZRXOG EH WRR XQVDIH

WKH WUDFN LV D YDULDQW RI WKH VRFDOOHG ³ILVK KRRN´

H[SHQVLYH DQG VORZ 7KH KDUGZDUHLQWKHORRS +,/ 

UHTXLULQJ D ³URDG HGJH UHFRYHU\ PDQHXYHU´ >@ 7KH
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WUDFNFRQVLVWVRIWZRVHFWRUV6HFWRULQFOXGLQJDVKRUW

DQDO\WLFDODSSURDFKWRWKHVWHHULQJRIWKHFDUWKDWZRXOG

VWUDLJKWIROORZHGE\DOHIWWXUQDQGD6HFWRULQFOXGLQJ

HIIHFWLYHO\ FRXQWHU LWV GLUHFWLRQDO LQVWDELOLW\ 0RUHRYHU

D VLQJOH ORQJ  ULJKW WXUQ 7KH WUDFN DQG LWV PDLQ

LQFUHDVLQJ WKH QXPEHU RI WKH VWDWH SDUDPHWHUV ZRXOG

IHDWXUHV DUH LOOXVWUDWHG LQ )LJXUH  %HFDXVH ZH

IXUWKHU FRPSOLFDWH WKH PRGHO RI WKH VWHHULQJ FRQWUROOHU

LQWHUHVWHG LQ PRGHOLQJ WKH FDU RQ VOLSSHU\ URDG

ZKLFKFRXOGUHQGHUWKHIRUPDODQDO\WLFDODSSURDFKHVWR

FRQGLWLRQVZHVHW WKHIULFWLRQFRHIILFLHQWEHWZHHQWKH

GHYLVHVXFKDFRQWUROOHUSUDFWLFDOO\XQIHDVLEOH0RUHRYHU

WLUHVRIWKHFDUDQGWKHURDGWRDYDOXHFRUUHVSRQGLQJWRD

HYHQ LI ZH DVVXPH WKDW LW LV SRVVLEOH WR KDQGFUDIW WKH

UDLQ\  DQG  VQRZ\   DQGLF\   

FRGH DSSO\LQJYDULRXVWRSGRZQWKHRUHWLFDODSSURDFKHV

URDGV

EDVHGRQYHKLFOHG\QDPLFV>@ RIDPRUHFRPSOH[
QRQOLQHDU 3,' 6$) WKDW FRQWUROV WKH VWHHULQJ RI WKH

Sector 1

Turn

R1

XQVWDEOH VNLGGLQJ FDU LQ VXFK D ZD\ VR LW UHJDLQV LWV

Start line

VWDELOLW\ LQ PRUH HIIHFWLYH ZD\ WKDQ WKH VLPSOH 3' DQG
Turn
T

Starting
position

Sector 2

Center of
the lane

Total length, m
Lane width, m
Length of sector 1, m
Radius of turn 1, R1, m
Length of sector 2, m
Radius of turn 2, R2, m

300
20
90
50
210
50

3,' FRQWUROOHUV EDVHG RQ VHUYRFRQWURO PRGHO QHLWKHU
WKHGHJUHHRIWKHRSWLPDOLW\RIVXFKDFRGHQRUWKHZD\

R2

KRZ WR IXUWKHU LPSURYH LW ZRXOG EH DSSDUHQW WR WKH
KXPDQ GHYHORSHU 7KHUHIRUH DQ DXWRPDWHG PHFKDQLVP

Finish line

L  WR HYDOXDWH WKH TXDOLW\ RI WKH FRGHG 6$) DQG LL  WR
LQFUHPHQWDOO\LPSURYHLWVLQWHUPHGLDWHYHUVLRQ V  ±HJ

)LJ7KHOD\RXWRIWKHVLPXODWHGWUDFN

EDVHG RQ WKH PRGHOV RI QDWXUDO HYROXWLRQ RI VSHFLHV ±
PLJKWEHQHHGHG
7KHSURSRVHGDSSURDFKRIHPSOR\LQJWKH*3DVVXPHV

3 Proposed Approach

WKDW WKH 6$) LV GHVLJQHG DXWRPDWLFDOO\ ± ZLWKRXW DQ D

(YROYLQJ WKH 6WHHULQJ &RQWUROOHU WKURXJK *3 7KH
UDWLRQDOH RI DGRSWLQJ WKH *3 IRU WKH GHYHORSPHQW RI
DGHTXDWH VWHHULQJ RI FDU RQ VOLSSHU\ URDGV LV EDVHG RQ
RXU FRQFHUQV WKDW WKH YHKLFOH G\QDPLFV PRGHO RI WKH
VNLGGLQJ GLUHFWLRQDOO\ XQVWDEOH FDU RQ VOLSSHU\ URDG LV
UDWKHU FRPSOH[ DQG PLJKW UHTXLUH WKH LQYROYHPHQW RI
DGGLWLRQDO SDUDPHWHUV EH\RQG WKH ODWHUDO GHYLDWLRQV
IURPWKHGHVLUHGWUDMHFWRU\DVXVXDOO\FRQVLGHUHGLQ3'
DQG3,'FRQWUROOHUV SHUWLQHQWWRWKHVWDWHRIWKHFDU>@
6XFKDFRPSOH[LW\PLJKWQRWEHH[SUHVVHGDGHTXDWHO\E\
WKH ZHOOVWUXFWXUHG \HW UHODWLYHO\ VLPSOH DGGLWLYH 3'
DQG3,'PRGHOV,QDGGLWLRQGXHWRWKLVFRPSOH[LW\ZH
FRXOG QRW SURSRVH DQ HYHQWXDO HJ D WRSGRZQ 
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SULRULGHILQHGVWUXFWXUHQRUFRPSOH[LW\±E\DFRPSXWHU
V\VWHP YLD VLPXODWHG HYROXWLRQ WKURXJK VHOHFWLRQ DQG
VXUYLYDORIWKHILWWHVWLQDZD\VLPLODUWRWKHHYROXWLRQRI
VSHFLHV LQ WKH QDWXUH > @  $GRSWLQJ *3 RIIHUV WKH
IROORZLQJ DGYDQWDJHV RI L  HYROYLQJ WKH FRQWUROOHU¶V
6$) RI DQ DUELWUDU\ VWUXFWXUH DQG FRPSOH[LW\ >@ LL 
SRVVLELOLW\ WKDW WKH WDVNVSHFLILF NQRZOHGJH RI KRZ WR
VWHHUWKHFDURQVOLSSHU\URDGVZRXOGHPHUJHVROHO\IURP
WKH LQWHUDFWLRQ RI WKH SUREOHP VROYHU WKH *3  DQG WKH
VWHHULQJ HYDOXDWLRQ WULDO  UXQV RI WKH FDU HPHUJHQW
LQWHOOLJHQFH >@   DQG LLL  D KXPDQ FRPSHWLYHQHVV RI
WKH HYROYHG VWHHULQJ *3 DV DQ DXWRPDWHG SURFHVV WKDW
GRHV QRW IROORZ WKH KXPDQ WRSGRZQ SUREOHPVROYLQJ

ORJLF RSHQV WKH SRVVLELOLW\ RI FUHDWLQJ D VROXWLRQ WKDW

7KHILWQHVVHVWLPDWHVWKHTXDOLW\RIWKHVWHHULQJSURGXFHG

ZRXOGEHEHWWHUWKDQRQHGHVLJQHGE\KXPDQ>@DQG±

E\ WKH HYROYHG 6$) GXULQJ WKH WULDO 7KH ODWWHU LV

LQ WKH FRQVLGHUHG DSSOLFDWLRQ GRPDLQ ± ZRXOG VWHHU WKH

LPSOHPHQWHGRQWKHJLYHQWHVWWUDFN )LJXUH IHDWXULQJ

VOLGLQJ FDU EHWWHU WKDQ KXPDQ GULYHU 7KH PDLQ IHDWXUHV

D JLYHQ IULFWLRQ FRHIILFLHQW  DV IROORZV ILUVW WKH

RIWKHDGRSWHG*3±JHQHWLFUHSUHVHQWDWLRQIXQFWLRQVHW

VLPXODWHGFDULVSRVLWLRQHGDWWKHVWDUWLQJSRVLWLRQRIWKH

WHUPLQDO VHW ILWQHVV HYDOXDWLRQ DQG JHQHWLF RSHUDWLRQV

WUDFN 6LPLODUO\ WR > @ LQ RUGHU WR HYDOXDWH WKH

DUHHODERUDWHGEHORZ

UHVSRQVH RI HYROYHG 6$) WR D VWHS GLVWXUEDQFH WKH

0DLQ)HDWXUHVRIWKH*37KH6$)VHYROYHGLQ*3
DUH UHSUHVHQWHG JHQHWLFDOO\ DV SDUVH WUHHV %HFDXVH WKH
6$)LVDQDOJHEUDLFIXQFWLRQRIWKHSDUDPHWHUVSHUWLQHQW
WR WKH VWDWH RI WKH FDU ZH LQFOXGHG WKH EDVLF DOJHEUDLF
RSHUDWLRQV LQ WKH IXQFWLRQ VHW RI WKH *3 DGGLWLRQ
VXEWUDFWLRQPXOWLSOLFDWLRQDQG SURWHFWHG GLYLVLRQ7KH
WHUPLQDO VHW FRQVLVWV RI WKH DUJXPHQWV RI WKH HYROYHG
6$) ± WKH SDUDPHWHUV SHUWLQHQW WR WKH VWDWH RI WKH FDU
:HXVHGWKHVDPHWKUHHSDUDPHWHUV±ODWHUDOGHYLDWLRQRI
WKHFDUIURPWKHFHQWHURIWKHODQH H LWVGHULYDWLYHDQG
LWVLQWHJUDO±DVLQWKH3,'FRQWUROOHUV:HDOVRDGGHGWKH
VSHHG RI WKH FDU 9 WKH FXUUHQW VWHHULQJ DQJOH į ODWHUDO
DFFHOHUDWLRQDDQJXODUGHYLDWLRQșDQGWKHGHULYDWLYHVRI
WKH ODWWHU WZR LH WKH ODWHUDO MHUN DQG WKH \DZ UDWH 
$OVR WKH WHUPLQDO VHW LQFOXGHV D UDQGRP FRQVWDQW &
ZLWKLQWKHUDQJH>«@ $VDPSOHSDUVHWUHHLVVKRZQ
LQ)LJXUH7KHYDOXHRIWKH6$)LVHYDOXDWHGIURPWKH
SDUVH WUHH E\ WKH VWDQGDUG GHSWKILUVW WUHHWUDYHUVDO

VWDUWLQJSRVLWLRQLVVHWWREHPRIIWKHFHQWHURIWKHODQH
7KHQ WKH FDU DFFHOHUDWHV VORZO\ WR D JLYHQ FRQVWDQW
WDUJHW VSHHG )URP WKLV SRLQW LQ RUGHU WR DEVWUDFW WKH
G\QDPLFVRIWKHFDUIURPWKHHIIHFWRIHYHQWXDOH[FHVVLYH
WUDFWLRQ RU EUDNLQJ IRUFHV WKH VSHHG RI WKH FDU LV
PDLQWDLQHG FRQVWDQW E\ D VLPXODWHG RSHQ ORRS  FUXLVH
FRQWURO 7R UHQGHU WKH WDVN RI FRQWUROOLQJ WKH FDU
FKDOOHQJLQJEXWVROYDEOHWKHWDUJHWVSHHGLVVHWWR
RI WKH FULWLFDO VSHHG 9&5 7KH ODWWHU LV WKH PD[LPXP
VSHHGDWZKLFKWKHFDUWKHRUHWLFDOO\FRXOG VWLOOQHJRWLDWH
WKHFRUQHUVRIWKHWHVWWUDFNZLWKWKHJLYHQFRHIILFLHQWRI
IULFWLRQ ZLWKRXW ORVLQJ FRQWURO 7KLV VSHHG LV
DSSUR[LPDWHG DV WKH VSHHG DW ZKLFK WKH FHQWULIXJDO
IRUFHVGXULQJDVWHDG\VWDWHFRUQHULQJ)& Pî9&5î5
ZKHUHPLVWKHPDVVRIWKHFDUDQG5LVWKHUDGLXVRIWKH
WXUQ EHFRPHWKHRUHWLFDOO\HTXDOWRWKHIULFWLRQIRUFH ))
ȝîPîJ ZKHUHȝLVWKHFRHIILFLHQWRIIULFWLRQDQGJLV
WKHJUDYLWDWLRQDODFFHOHUDWLRQ 
$WVSHHG9 î9&5WKHFDULQKHUHQWO\VXIIHUVIURP

DOJRULWKP

LQWHUPLWWHQWLQVWDELOLW\ GXHWRWKH\DZLQHUWLDERWKLQWKH
HQWU\ DQG H[LW RI FRUQHUV DQG GXH WR G\QDPLFV ODWHUDO



ZHLJKWWUDQVIHULQFRUQHUV>@ WKDWZHLQWHQGWRFRXQWHU

î

H

»

H

ș

E\WKHHYROYHG6$)7KHFDUWUDYHOLQJDWVSHHGVKLJKHU


WKDQ

)LJ$SDUVHWUHHLQ*3UHSUHVHQWLQJWKHVDPSOH6$)į
H¶îHș

9&5

LV

WKHRUHWLFDOO\

XQFRQWUROODEOH

DQG

FRQVHTXHQWO\ WKHUH ZRXOG EH VXFK 6$) WKDW FRXOG
DGHTXDWHO\ VWHHU WKH FDU 6LPLODUO\ D FDU WUDYHOLQJ
FRQVLGHUDEO\ VORZHU WKDQ 9&5 GRHV QRW VXIIHU IURP DQ\
LQVWDELOLW\ DQG LWV VWHHULQJ FRXOG EH DFFRPSOLVKHG
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DGHTXDWHO\ E\ WKH FDQRQLFDO VHUYRFRQWURO PRGHOV 7KH

EHWZHHQ WKH YDOXHV RI WKH WZR DGGLWLYH FRPSRQHQWV RI

VSHHGV RI WKH FDU GXULQJ WKH ILWQHVV WULDOV RQ WKH WUDFN

WKHILWQHVVIXQFWLRQ>@

IHDWXULQJ GLIIHUHQW FRHIILFLHQWV RI IULFWLRQ DUH VKRZQ LQ
7DEOH

VHOHFWLRQPXWDWLRQDQGFURVVRYHU±DVIROORZV:HXVHG

7DEOH  6SHHG RI WKH FDU GXULQJ WKH ILWQHVV WULDO RQ WKH WHVW
WUDFNZLWKGLIIHUHQWIULFWLRQFRHIILFLHQW

5RDG
FRQGLWLRQ


)ULFWLRQEHWZHHQWLUHVDQG
WKHVXUIDFHRIWKHURDGV

&ULWLFDO
VSHHG9&5
PVHF

 UDLQ\ 







 UDLQ\ 
 VQRZ\ 
 LF\ 









WKH UREXVW HIILFLHQW DQG VLPSOH WR FRGH ELQDU\
WRXUQDPHQWVHOHFWLRQWRFUHDWHWKHPDWLQJSRRORI6$)RI
WKHQH[WJHQHUDWLRQ7KHVLQJOHSRLQWFURVVRYHURSHUDWLRQ

6SHHGRIWKHFDU
î9&5 
PVHF





:H LPSOHPHQWHG WKH PDLQ JHQHWLF RSHUDWLRQV ±

VZDSVUDQGRPQRGHV DQGWKHFRUUHVSRQGLQJVXEWUHHV RI
WKH SDUVH WUHHV RI WZR SDUHQWV UDQGRPO\ VHOHFWHG IURP
WKH PDWLQJ SRRO  7KH VLQJOH SRLQW PXWDWLRQ UHSODFHV D
UDQGRP QRGH RI VRPH RI WKH QHZO\ FUHDWHG RIIVSULQJ

$VWKHFDUUHDFKHVWKHGHVLUHGVSHHG 7DEOH WKHFUXLVH

ZLWKDUDQGRPO\FUHDWHGVXEWUHH7KHPDLQSDUDPHWHUVRI
WKHDGRSWHG*3>@DUHVKRZQLQ7DEOH

FRQWURO LV DFWLYDWHG DQG WKH VWHHULQJ WUDQVIHUUHG WR WKH
7DEOH3DUDPHWHUVRI*3

HYROYHG 6$) 7KH ODWWHU VWDUWV WR FRQWLQXRXVO\ ZLWK D
VDPSOLQJIUHTXHQF\RI+] SURGXFHWKHVWHHULQJDQJOH
į FDOFXODWHG IURP WKH SDUVH WUHH IRU WKH FXUUHQWO\
SHUFHLYHGYDOXHVRIWKHSDUDPHWHUVSHUWLQHQWWRWKHVWDWH

&DWHJRU\
*HQHWLFUHSUHVHQWDWLRQ 3DUVHWUHH
6HWRIQRQWHUPLQDOV
^ `
IXQFWLRQV 

RI WKH FDU 7KH LQWHQGHG RSWLPDO  WUDMHFWRU\ RI WKH FDU
VWHHUHG E\ WKH HYROYHG 6$) VKRXOG IHDWXUH ERWK L  D

6HWRIWHUPLQDO

SUHFLVHGULYHDORQJWKHFHQWHURIWKHODQHDQG LL DTXLFN
DQG VPRRWK UHWXUQ LI LQWHUPLWWHQWO\ GHYLDWHV IURP LW ,Q
RUGHU WR H[SUHVV IRUPDOO\ WKLV WZR FULWHULD RI RSWLPDOLW\
RI WKH 6$)LQGXFHG VWHHULQJ ZH GHILQHG WKH ILWQHVV

9DOXH

3RSXODWLRQVL]H
6HOHFWLRQ
(OLWLVP
&URVVRYHU
0XWDWLRQ

IXQFWLRQ ) DV D ZHLJKHG VXP RI WKH IROORZLQJ WZR

)LWQHVVYDOXH

FRPSRQHQWV L  WKH DUHD 67 XQGHU WKH WUDMHFWRU\ RI WKH

7HUPLQDWLRQ
FULWHULD

9DULDEOHVSHUWLQHQWWRWKHVWDWHRIWKHFDUVSHHG
9 VWHHULQJ DQJOH į ODWHUDO GHYLDWLRQ H  IURP
FHQWHURIWKHODQHLWVGHULYDWLYHDQGLWLQWHJUDO
ODWHUDO DFFHOHUDWLRQ D  DQJXODU GHYLDWLRQ ș  
DQGWKHGHULYDWLYHVRIWKHODWWHUWZR LHODWHUDO
MHUNDQG\DZUDWH 
LQGLYLGXDOV
%LQDU\WRXUQDPHQWUDWLR
%HVWLQGLYLGXDOV
6LQJOHSRLQWUDWLR
5DQGRPVXEWUHHPXWDWLRQUDWLR
0HDQTXDGUDWLFGHYLDWLRQIURPWKHFHQWHURI
ODQH0HDQTXDGUDWLFODWHUDODFFHOHUDWLRQ
*HQHUDWLRQV! RU QRLPSURYHPHQWRI
ILWQHVVIRUFRQVHFXWLYHJHQHUDWLRQV 

FDU DURXQG WKH FHQWHU RI WKH ODQH DV DQ LQWHJUDO RI WKH
DEVROXWHYDOXHRIODWHUDOGHYLDWLRQH DQG LL WKHDYHUDJH
RI WKH ODWHUDO YHORFLW\ 9/B$95 DV DQ LQWHJUDO RI WKH
DEVROXWHYDOXHRIODWHUDODFFHOHUDWLRQD RIWKHFDU
) 67&î9/B$95



3 Experimental Results
(YROYLQJ WKH 6$) RI D &DU RQ 6OLSSHU\ 5RDGV )RU



7KHORZHUILWQHVVYDOXHV FRUUHVSRQGWREHWWHUTXDOLW\RI
VWHHULQJ :H YHULILHG H[SHULPHQWDOO\ WKDW WKH YDOXH 
RIWKHZHLJKWFRHIILFLHQW&UHVXOWVLQDQRSWLPDOWUDGHRII
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HDFK RI WKH IRXU URDG FRQGLWLRQV DV GHVFULEHG LQ 7DEOH
 ZH HPSOR\HG WKH *3 DQG SHUIRUPHG  LQGHSHQGHQW
HYROXWLRQDU\ UXQV WR REWDLQ WKH EHVW 6$) ,Q DOO RI WKH
UXQV WKH ILWQHVV VWHDGLO\ FRQYHUJHV WR EHWWHU ORZHU 

YDOXHVZLWKLQJHQHUDWLRQVRI*3DIWHUDERXW

9&5 RQWKHVDPHWUDFNIHDWXULQJDGLIIHUHQWIULFWLRQ

WULDOV RI WKH FDU SHU HYROXWLRQDU\ UXQ 7KH REWDLQHG

FRHIILFLHQW 2QH RI WKH PRVWJHQHUDO VROXWLRQV ± WKDW

UHVXOWVRIWKHILWQHVVRIWKHHYROYHGEHVWRIUXQ6$)DQG

IHDWXUHV D OLPLWHG GHJUDGDWLRQ RI WKH TXDOLW\ RI VWHHULQJ

WKH WXQHG VHUYRFRQWURO PRGHO XVHG DV D EHQFKPDUN LQ

ZKHQWHVWHGRQWUDFNVZLWKGLIIHUHQWIULFWLRQFRHIILFLHQWV

RXU VWXG\  DUH VKRZQ LQ 7DEOH  7KH GHWDLOHG ILWQHVV

± LV D VROXWLRQ HYROYHG IRU IULFWLRQ FRHIILFLHQW ȝ 

FRQYHUJHQFH FKDUDFWHULVWLFV RI WKHVH HYROXWLRQDU\ UXQV

FRUUHVSRQGLQJ WR UDLQ\ ZHW  WUDFN FRQGLWLRQV $V

DUHSUHVHQWHGLQ>@

LOOXVWUDWHGLQ )LJXUHWKHILWQHVVRIVXFKD VROXWLRQ IRU
ȝ  LV  VRPHKRZ ZRUVH WKDQ  RI WKH EHVW
HYROYHG IRU WKH VDPH IULFWLRQ FRHIILFLHQW VWLOO PXFK

7DEOH([SHULPHQWDOUHVXOWVRIHYROXWLRQRI6$)

EHWWHU WKDQ  RI WKH WXQHG VHUYR PRGHO DV VKRZQ LQ

7XQHGVHUYRFRQWUROPRGHO
)ULFWLRQ
)LWQHVVRIEHVW
į
N
îHNîș≈NîHN îH¶
FRHIILFLHQW
HYROYHG6$)
ȝ
7XQHGYDOXHVRINDQGN  )LWQHVVYDOXH

7DEOH   DQG GHJUDGHV JUDFHIXOO\ WR  IRU ȝ 
FRPSDUHG WR  RI WKH EHVW VROXWLRQ HYROYHG IRU WKH



430

0.2472, 1.866

661



373

0.1864, 2.244

687

VDPH IULFWLRQ FRHIILFLHQW DQG  RI WKH VHUYR PRGHO 



314

0.1135, 3.378

765

DQGIRUȝ  FRPSDUHGWRRIWKHEHVWVROXWLRQ



374

0.3322, 2.055

1693

HYROYHGIRUWKHVDPHIULFWLRQFRHIILFLHQWDQGRIWKH
VHUYRPRGHO 

7KH ODFN RI JHQHUDOLW\ LV RQH RI ZHOOGRFXPHQWHG


GUDZEDFN KLQGHUV WKH DSSOLFDELOLW\ RI *3 WR UHDOZRUOG



SUREOHPV ,QGHHG ZH FRXOG QRW EH D SULRU\ VXUH DERXW
KRZZHOOWKH6$)WKDWZDVHYROYHGLQDVLQJOHFDUGULYHQ
DW IL[HG VSHHG RQ D IL[HG WUDFN IHDWXULQJ IL[HG
FRHIILFLHQW RI IULFWLRQ ZRXOG SHUIRUP LQ GLIIHUHQW
VLWXDWLRQ V  8OWLPDWHO\ ZH VKRXOG KDYH HYROYHG VXFK
6$) WKDW SHUIRUPV QHDUO\  HTXDOO\ ZHOO RQ VHYHUDO

)LWQHVV9DOXH

GUDZEDFNVRIWKHVROXWLRQVHYROYHGYLD*3>@7KLV

0RVWJHQHUDO6$)HYROYHG IRUȝ 
%HVWHYROYHG 6$)IRUJLYHQȝ
6HUYRFRQWURO PRGHO








&RHIILFLHQW RI)ULFWLRQȝ



)LJ  &RPSDUDWLYH SHUIRUPDQFH RI WKH PRVW JHQHUDO 6$)
HYROYHG IRU IULFWLRQ FRHIILFLHQW ȝ  ZKHQ WHVWHG RQ WUDFNV
ZLWKGLIIHUHQWIULFWLRQFRHIILFLHQWV

ILWQHVV FDVHV FRUUHVSRQGLQJ WR GLIIHUHQW FRQGLWLRQV
0RUHRYHU LQ RUGHU WR EULGJH WKH LQHYLWDEOH WKH JDS

7KHG\QDPLFVRIWKHVWHHULQJDQJOHRIWKHFDUVWHHUHGE\

EHWZHHQ L  WKH VLPXODWHG SK\VLFV RI WKH FDU DQG LWV

WKLV PRVW JHQHUDO 6$) RQ WKH WUDFN ZLWK IULFWLRQ

HQYLURQPHQW DQG LL  WKH UHDOLW\ ZH VKRXOG KDYH

FRHIILFLHQW LVVKRZQLQ)LJXUH7KHFDUVWDUWVWKH

LPSOHPHQWHG DQ DGDSWDWLRQ RI D VHW RI WKH EHVW 6$)

WULDODWWKHEHJLQQLQJRIWKHLQLWLDOVWUDLJKWPRIIRILWV

HYROYHG RQ WKH VLPXODWHG FDU WR D UHDO FDU GULYHQ RQ D

FHQWHU DQG ZKLOH DFFHOHUDWLQJ VORZO\ LW WXUQV VPRRWKO\

UHDO WUDFN ,Q RXU FXUUHQW SUHOLPLQDU\ ZRUN ZH ZRXOG

WRZDUGV WKH FHQWHU RI WKH ODQH )LJXUH  SRLQW  

UHSRUW WKH UHVXOWV RI WHVWLQJ D VHW RI EHVW 6$) HYROYHG

+RZHYHULWGRHVQRW³UXVK´LQLWVUHWXUQWRWKHFHQWHURI

YLD WKH *3 IRU VLQJOH ILWQHVV FDVH IL[HG WUDFN IL[HG

WKHODQHDQGDWWKHHQWU\RIWKHOHIW7XUQLWLVVOLJKWO\

FRHIILFLHQW RI IULFWLRQ DQG GULYHQ DW IL[HG VSHHG 9 

RQ WKH ULJKW RI WKH FHQWHU RI WKH ODQH DQG RULHQWHG
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VOLJKWO\WRWKHOHIWWRZDUGVWKHWXUQ )LJXUHSRLQW  
6LPLODUO\ WR WKH GULYLQJ OLQHV RI WKH FDUV LQ YDULRXV

FHQWHU RI WKH ODQH WKURXJK WKH 7XUQ  )LJXUH  SRLQW
 

WKHWXUQE\ L UHGXFLQJWKH\DZDQJOHDQGFRQVHTXHQWO\
WKH \DZ UDWH DW ZKLFK WKH FDU QHHGV WR URWDWH ZKLOH
QHJRWLDWLQJ 7XUQ  DV LW LV DOUHDG\ VOLJKWO\ RULHQWHG
WRZDUGV WKH WXUQ  DQG LL  LQFUHDVLQJ WKH DFWXDO WXUQLQJ
UDGLXV DQGWKHUHIRUHUHGXFLQJWKHODWHUDOIRUFHV RIWKH
FDUZKLOHFRUQHULQJ DVLWLVVOLJKWO\RXWVLGHRIWKHWXUQDW
LWV HQWU\  ,QWHUHVWLQJO\ WKH VWHHULQJ FRQWUROOHU VHHPV WR
NQRZ±DQH[KLELWLRQRIHPHUJHQWLQWHOOLJHQFH>@±WKDW
DIDVWHUUHWXUQWRWKHFHQWHURIWKHOLQHLVSRVVLEOHEXWWKH
DGYDQWDJH RI VXFK D UHWXUQ ORZHU DUHD XQGHU WKH
WUDMHFWRU\ RI WKH FDU DQG WKHUHIRUH D EHWWHU LQWHUPLWWHQW

6HFWRU

6HFWRU
,QLWLDOVWUDLJKW
7XUQ
7XUQ


2VFLOODWLRQV




                  



    

'HYLDWLRQIURP
FHQWHURIODQHP

HYROYHG6$)LPSURYHVWKHDELOLW\RIWKHFDUWRQHJRWLDWH

6WHHULQJDQJOHUDG

UDFLQJ IRUPXODV >@ VXFK DQ HPHUJHQW VWUDWHJ\ RI WKH




                  




7LPHV

)LJ  7KH G\QDPLFV RI WKH VWHHULQJ DQJOH WRS  DQG WKH
GHYLDWLRQ IURP WKH FHQWHU RI WKH ODQH ERWWRP  RI WKH FDU
VWHHUHG E\ WKH PRVW  JHQHUDO 6$) RQ WKH WUDFN ZLWK IULFWLRQ
FRHIILFLHQW 

YDOXH RI WKH ILWQHVV  ZRXOG EH QHJDWHG E\ HLWKHU L 
RVFLOODWLQJ DURXQG WKH FHQWHU RI WKH ODQH RU LL  DQ

+RZHYHURQHRIWKHPRVWLQWHUHVWLQJ±DQGXQH[SHFWHG

XQIDYRUDEOH ± SHUIHFWO\ DOLJQHG ZLWK WKH FHQWHU RI WKH

 IHDWXUH RI WKH GULYLQJ VW\OH RI WKH HYROYHG 6$) LV WKH

ODQH ± DWWLWXGH RI WKH FDU DW WKH HQWU\ RI WKH 7XUQ 

HPHUJHQFH RI VWHHULQJ RVFLOODWLRQV )LJXUH  WRS  7KH

1HYHUWKHOHVV DW WKH HQWU\ RI 7XUQ  WKH FDU GHYLDWHV

GULYHULQGXFHG VWHHULQJ RVFLOODWLRQV DUH XVXDOO\ VHHQ DV

DERXW  P LQWHUPLWWHQWO\ IRU DERXW  V  IRUP WKH

GHWULPHQWDOWRWKHGULYLQJDQGDUHRIWHQDVVRFLDWHGZLWK

FHQWHU RI WKH OLQH )LJXUH  SRLQW   DV WKH IURQW WLUHV

ORVLQJFRQWURORIWKHFDU>@LQDWWHQWLYHGULYLQJ>@RU

VWUXJJOH IRU JULS LQ DQ DWWHPSW WR RYHUFRPH WKH \DZ

HYHQ ± D GULYLQJ XQGHU WKH LQIOXHQFH RI DOFRKRO >@

LQHUWLD DQG WR LQLWLDWH WKH URWDWLRQ RI WKH FDU

7KHVH GHWULPHQWDO VWHHULQJ RVFLOODWLRQV KRZHYHU DUH RI

FRXQWHUFORFNZLVHDORQJWKHWXUQLHWKHFDUXQGHUVWHHUV

UHODWLYHO\ORZIUHTXHQFLHV DERXW+]a+]>@ 

$VWKH\DZUDWHDFFHOHUDWHVVORZO\WKHFDUVWDELOL]HVLQD

DQG DUH DOZD\V PDQLIHVWHG E\ WKH FRUUHVSRQGLQJ

VWHDG\VWDWH FRUQHULQJ DORQJ WKH FHQWHU RI WKH ODQH

RVFLOODWLRQ ³ZHDYLQJ´  LQ WKH WUDMHFWRU\ RI WKH FDU ,Q

)LJXUH  SRLQW   $W WKH HQWU\ RI WKH ULJKW 7XUQ 

RXUFDVHKRZHYHUWKHVWHHULQJRVFLOODWLRQVDUHRIPXFK

)LJXUH  SRLQW   WKH FDU XQGHUVWHHUV WR WKH OHIW LQ D

KLJKHUIUHTXHQF\ +]a+] 0RUHRYHUDVVKRZQLQ

VLPLODUZD\DVDWWKHHQWU\RI7XUQ )LJXUHSRLQW  

)LJXUH  WKHVH VWHHULQJ RVFLOODWLRQV GR QRW UHVXOW LQ

EHFDXVH WKH \DZ LQHUWLD SUHYHQWV WKH TXLFN HQRXJK

RVFLOODWLRQV RI WKH GULYLQJ OLQH ZKLFK LV UDWKHU VPRRWK

FKDQJH RI WKH \DZ UDWH IURP FRXQWHUFORFNZLVH WR WKH

2Q WKH RWKHU KDQG YLUWXDOO\ DOO RI WKH HYROYHG EHVWRI

UHTXLUHG FORFNZLVH 7KHQ WKH FDU VWDELOL]HV DQG

UXQ VWHHULQJ FRQWUROOHUV IHDWXUH WR D GLIIHUHQW GHJUHH 

FRPSOHWHVWKHWULDOLQ DVWHDG\ VWDWH FRUQHULQJDORQJ WKH

VRPH VWHHULQJ RVFLOODWLRQV %HORZ ZH VKDOO HODERUDWH RQ
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RXU TXHVW IRU WKH UHDVRQ RI WKH HPHUJHQFH RI WKHVH

RXWGDWHG  RQHV 6XFK DQWLFLSDWLRQ FRXOG EH VHHQ DV D

VWHHULQJRVFLOODWLRQVLQWKHHYROYHG6$)
3RVVLEOH

&DXVHV

RI

(PHUJHQW

6WHHULQJ

2VFLOODWLRQV :H ZLOO FRQVLGHU WKH IROORZLQJ IRXU
PXWXDOO\H[FOXVLYHK\SRWKHVHVDERXWWKHSRVVLEOHFDXVHV
RIWKHHPHUJHQWRVFLOODWLRQV L XQUHDOLVWLFVLPXODWLRQRI
WKH WXUQLQJ EHKDYLRU RI WKH FDU LL  LQDGHTXDWH
HYROXWLRQDU\ IUDPHZRUN LLL  QHXWUDO JHQHWLF FRGH LQ
HYROYHG VROXWLRQV DQG

LY  EHQHILFLDO HIIHFW RI

5HJDUGLQJ WKH ILUVW K\SRWKHVLV WKH WXUQLQJ EHKDYLRU
RI WKH FDU LV GHILQHG E\ WKH FRPSOH[ LQWHUDFWLRQ RI WKH
IULFWLRQ IRUFHV DFWLQJ RQ WLUHV DQG WKH FKDVVLV RI WKH FDU
IHDWXULQJ D JLYHQ URWDWLRQDO \DZ  PRPHQW RI LQHUWLD
7KH IULFWLRQ IRUFHV RQ WKH RWKHU KDQG GHSHQG RQ WKH
FRHIILFLHQWRIIULFWLRQEHWZHHQWKHWLUHVDQGWKHURDGVOLS
DQJOH RI WKH WLUHV DQG QRUPDO IRUFHV DSSOLHG WR WKHP
7KHVH QRUPDOIRUFHV D VXPRIWKHVWDWLFORDGRIWKHWLUH
DQGWKHG\QDPLFZHLJKWWUDQVIHU7KHODWWHULVFDXVHGE\
ORQJLWXGLQDO

HJ

GXULQJ

OLQHDU SURMHFWLRQRIWKHYDOXHVRIWKHVHSDUDPHWHUVLQWR
WKH QHDU IXWXUH EDVHG RQ WKH JUDGLHQWV RI WKHLU FKDQJHV
+RZHYHU DV ZH HODERUDWHG LQ 6HFWLRQ ,,, DOO WKHVH
SDUDPHWHUV HJ \DZ DQJOH ODWHUDO GHYLDWLRQ HWF  DQG
WKHLUGHULYDWLYHV HJ\DZUDWHODWHUDOYHORFLW\HWF DUH
LQFOXGHGLQWKHVHWRIWHUPLQDOVRIWKH*30RUHRYHUDV
GHPRQVWUDWHG LQ >@ DQ LGHQWLFDO HYROXWLRQDU\
IUDPHZRUNFRXOGHYROYHDQRQRVFLOODWRU\VWHHULQJRIWKH

RVFLOODWLRQVGLVFRYHUHGE\HYROXWLRQ

WKH

HYROYHG 6$) LQVWHDG RI WKH FXUUHQWO\ SHUFHLYHG

DFFHOHUDWLRQ

RU

GHFHOHUDWLRQ RUODWHUDO HJRQFRUQHULQJ IRUFHVDFWLQJ
XSRQ WKH FDU WKH HOHYDWLRQ RI WKH FHQWHU RI WKH JUDYLW\
WKHZKHHOEDVH IRUWKHORQJLWXGLQDOZHLJKWWUDQVIHU DQG
WKHD[OHWUDFN IRUWKHODWHUDOZHLJKWWUDQVIHU RIWKHFDU
>@ +RZHYHU DOO PHQWLRQHG IDFWRUV DUH IDLWKIXOO\
PRGHOHGLQ725&6>@7KXVZHFRXOGQRWDFFHSWWKLV

VDPHFDUZLWKPXFKORQJHUVWHHULQJGHOD\V RIXSWR
PV  RQ QRQVOLSSHU\ URDGV 7KHUHIRUH ZH UHMHFW WKLV
K\SRWKHVLVWRR
7KH WKLUG K\SRWKHVLV DVVXPHV WKDW WKH FDU LV
UHDOLVWLFDOO\ PRGHOHG DQG WKH DGRSWHG *3 FRXOG LQ
SULQFLSOH HYROYH D QRQRVFLOODWRU\ 6$) LH ERWK WKH
ILUVW DQG VHFRQG K\SRWKHVHV GR QRW KROG  KRZHYHU IRU
VRPHUHDVRQGRHVGRVR2QHSRVVLEOHUHDVRQLVWKDWWKH
VWHHULQJRVFLOODWLRQV±EHLQJDUHVXOWRIDQHXWUDOJHQHWLF
FRGH >@ LQ WKH HYROYHG 6$) ± KDYH QR GHWULPHQWDO
HIIHFWRQWKHTXDOLW\RIVWHHULQJHVWLPDWHGE\WKHILWQHVV
IXQFWLRQ DV VKRZQ LQ (TXDWLRQ   RI WKH *3
&RQVHTXHQWO\QRVHOHFWLRQSUHVVXUHFRXOGEHDSSOLHGE\
WKHHYROXWLRQDU\IUDPHZRUNDJDLQVWWKHRVFLOODWRU\6$)
1HYHUWKHOHVV WKHVH RVFLOODWLRQV ZRXOG KDYH EHHQ
XQGHVLUDEOHLQHYHQWXDOUHDOZRUOGLPSOHPHQWDWLRQRIWKH
HYROYHG 6$) EHFDXVH WKH\ PLJKW UHVXOW LQ ERWK DQ

K\SRWKHVLV
7KH VHFRQG K\SRWKHVLV LPSOLHV WKDW WKH DGRSWHG *3
FRXOGQRWHYROYHDVROXWLRQWKDWDGGUHVVHVWKHFKDOOHQJHV
RI VWHHULQJ WKH FDU IHDWXULQJ D ODWHQW IHHGEDFN GXH WR
ZLWKVWHHULQJGHOD\VRIPV VWDEO\7KLVFRXOGEHWKH

XQFRPIRUWDEOH YLEUDWLRQV DQG D SUHPDWXUH ZHDU RI WKH
PHFKDQLFDOFRPSRQHQWVRIWKHVWHHULQJV\VWHPRIWKHFDU
,QRUGHUWRWHVWWKLVK\SRWKHVLVZHUHGHVLJQHGWKHILWQHVV
IXQFWLRQ RI WKH *3 WR LQFOXGH DQ H[SOLFLW SHQDOW\ IRU
VWHHULQJRVFLOODWLRQV

FDVH LI IRU H[DPSOH WKH VHW RI WHUPLQDOV DQG QRQ
WHUPLQDOV RI *3 GR QRW DOORZ D FRPSXWDWLRQ RI

)362 )Nî12 67&î9/B$95Nî12  

DQWLFLSDWHGYDOXHVRIWKHUHOHYDQWSDUDPHWHUVSHUWLQHQWWR

ZKHUH ) LV WKH RULJLQDO ILWQHVV IXQFWLRQ DV VKRZQ LQ

WKH G\QDPLFV RI WKH FDU WKDW VKRXOG EH XVHG LQ WKH

(TXDWLRQ   12 LV WKH QXPEHU RI WKH VWHHULQJ
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RVFLOODWLRQVUHJLVWHUHGGXULQJWKHWULDODQGNLVDVFDOLQJ
FRHIILFLHQW ,I WKH K\SRWKHVLV KROGV WUXH WKH QHZO\
OHDVW WKH VDPH RU HYHQ EHWWHU  TXDOLW\ RI VWHHULQJ LQ
WHUPVRIORZHUVXPRIWKHILUVWWZRDGGLWLYHFRPSRQHQWV
FRUUHVSRQGLQJ WR WKH RULJLQDO ILWQHVV YDOXH )  RI WKH
UHGHVLJQHG )362 +RZHYHU DV WKH H[SHULPHQWDO UHVXOWV
REWDLQHG IURP  HYROXWLRQDU\ UXQV RI *3 IRU IULFWLRQ
FRHIILFLHQW ȝ   VKRZQ LQ 7DEOH  LQGLFDWH WKH EHVW
YDOXH RI )  LV DFKLHYHG ZLWK WKH ORZHVW VFDOLQJ
FRHIILFLHQW










   
7LPHVHF
















5HGXFHGGHYLDWLRQ
IURPWKHFHQWHURI
WKHODQH





7LPHVHF

)LJ  6WHHULQJ DQJOH OHIW  DQG GHYLDWLRQ IURP WKH FHQWHU RI
WKHODQH ULJKW RIWKHXQGHUVWHHULQJFDUFRQWUROOHGE\6$)RID
WXQHG 3' FRQWUROOHU ZLWKRXW GDVKHG OLQH  DQG ZLWK DQ
DUWLILFLDOO\LQWURGXFHGRVFLOODWLRQ VROLGOLQH 

N   DQG FRQVHTXHQWO\ ± ORZHVW

VHOHFWLRQ SUHVVXUH DJDLQVW WKH VWHHULQJ RVFLOODWLRQV 7KLV
EHVW YDOXH LV KLJKHU LH ZRUVH  WKDQ WKDW RI WKH
SUHYLRXVO\ REWDLQHG EHVW DQG PRVW UREXVW RVFLOODWLQJ
6$)

6WHHULQJDQJOHUDG

HYROYHG RVFLOODWLRQVXSSUHVVLQJ 6$) VKRXOG IHDWXUH DW

'HYLDWLRQIURPWKHFHQWHURI
ODQHP




 DQG  UHVSHFWLYHO\  7KH VWHHULQJ

RVFLOODWLRQVUHVXOWLQDEHWWHUFRQWURORIWKHXQGHUVWHHULQJ
FDU )LJXUHSRLQWV  DQG  DQGKDYHQRHIIHFWRQ
VWHDG\VWDWHFRUQHULQJ )LJXUHSRLQWV      DQG
 7KXVZHVSHFXODWHWKDWVWHHULQJRVFLOODWLRQVKDYHD
SRVLWLYH UDWKHU WKDQ QHXWUDO  HIIHFW RQ WKH TXDOLW\ RI
FRQWURO RI XQGHUVWHHULQJ FDU DQG FRQVHTXHQWO\ FRXOG
UHMHFW WKH WKLUG K\SRWKHVLV WRR 2Q WKH RWKHU KDQG ZH
DVVXPH WKDW WKH RVFLOODWLRQV GXULQJ WKH VWHDG\VWDWH

5HMHFWLQJWKHDERYHPHQWLRQHGWKUHHK\SRWKHVHVLPSOLHV
WKDW WKH IRXUWK K\SRWKHVHV ± WKDW WKH HPHUJHQW VWHHULQJ
RVFLOODWLRQVKDYHDEHQHILFLDOHIIHFWRQWKHFRQWURORIWKH
FDU ,QRUGHUWRYHULI\WKLV K\SRWKHVLV ZH FRQGXFWHGDQ
DGGLWLRQDO H[SHULPHQW E\ DUWLILFLDOO\ LQWURGXFLQJ WKH
RVFLOODWLRQ LQ WR D JRRG QRQRVFLOODWRU\ VWHHULQJ RI WKH
FDU:HXVHGDWXQHG3'FRQWUROOHUDVDQH[DPSOHRIWKH
ODWWHU DV HODERUDWHG LQ GHWDLOV LQ >@  DQG DSSOLHG D
VLQJOHVLQXVRLGDOGLVWXUEDQFHWRWKHVWHHULQJDQJOHRIWKH
XQGHUVWHHULQJFDU )LJXUHSRLQW  VSHFXODWLQJWKDWLI
WKHIRXUWKK\SRWKHVLVLQGHHGKROGVWUXHWKHQWKHTXDOLW\
RIVWHHULQJ HJDSSUR[LPDWHGDVWKHGHYLDWLRQIURPWKH
FHQWHU RI WKH ODQH  VKRXOG EH VOLJKWO\ EXW PHDVXUDEO\

FRUQHULQJDUHLQGHHGDUHVXOWRIDQHXWUDOFRGHLQ*3

EHWWHU ([SHULPHQWLQJ ZLWK WKH UHOHYDQW SDUDPHWHUV RI
7DEOH  ([SHULPHQWDO UHVXOWV RI HYROXWLRQ RI 6$) ZLWK
SHQDOW\ IRU VWHHULQJ RVFLOODWLRQV 2EWDLQHG IURP 
HYROXWLRQDU\UXQVRI*3
%HVWILWQHVVYDOXH

WKH VLQXVRLGDO VWHHULQJ SXOVH ± WLPLQJ SHULRG DQG
DPSOLWXGH ± ZH REWDLQHG WKH EHVW UHVXOWV IRU WKH SXOVH
ZLWKDPSOLWXGHRIUDGDQGSHULRGRI V±YDOXHV
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LOOXVWUDWHVVXFKSXOVH\LHOGVDUHGXFWLRQRIWKHGHYLDWLRQ
IURPWKHFHQWHURIWKHODQHE\DERXWP RIWKH
GHYLDWLRQ  0XOWLSOH RVFLOODWLRQV ZRXOG UHVXOW LQ HYHQ
JUHDWHU UHGXFWLRQ RI WKH GHYLDWLRQ IURP WKH GHVLUHG
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WUDMHFWRU\7KHVHRVFLOODWLRQVFRXOGQRWHPHUJHLQWKH3'

JUHDWHU WKDQ Į5 WRR  $V WKH UHVXOWLQJ IULFWLRQ EUDNLQJ 

VWHHULQJFRQWUROOHUEHFDXVHWKHDSULRU\IL[HGVWUXFWXUHRI

IRUFHV RI WKH WLUHV )%/ DQG )%5 GHSHQG OLQHDUO\  RQ WKH

WKH PDWKHPDWLFDO PRGHO WKH ODWWHU H[FOXGHV WKH

VOLS DQJOHV Į/ DQG Į5 UHVSHFWLYHO\ WKH IULFWLRQ IRUFH RI

SRVVLELOLW\ WR HYHQ ³LPDJLQH´ WKH EHQHILFLDO HIIHFW RI

WKHOHIW LQVLGH WLUH)%/ZRXOGEHJUHDWHUWKDQWKDWRIWKH

VXFKRVFLOODWLRQV

ULJKW RXWVLGH  RQH )%5 7KH DV\PPHWU\ RI WKH EUDNLQJ

6WHHULQJ 2VFLOODWLRQV IURP 9HKLFOH '\QDPLFV

IRUFHV )%/ DQG )%5 ZRXOG UHVXOW LQ D WRUTXH DURXQG WKH

3HUVSHFWLYH ,Q WKLV VHFWLRQ ZH VKDOO SURSRVH DQ
H[SODQDWLRQRIWKHEHQHILFLDOHIIHFWRIWKHRVFLOODWLRQVRQ
WKH TXDOLW\ RI VWHHULQJ RI WKH FDU RQ VOLSSHU\ URDGV
)RFXVLQJRQWKH XQGHUVWHHULQJRIWKHFDUDW WKHHQWU\RI
WKH WXUQV  DQG  )LJXUH  SRLQWV   DQG   DV WKH
PRVWLPSRUWDQW UHDVRQIRUWKHGHYLDWLRQRIWKHFDUIURP
WKHLQWHQGHGWUDMHFWRU\ DORQJWKHFHQWHURIWKHODQH ZH

\DZD[LVRIWKHXQGHUVWHHULQJFDUZKLFKZRXOGIDFLOLWDWH
LWV URWDWLRQ WRZDUGV WKH WXUQ 7KH LQVWDQW SHDNV RI
RVFLOODWLQJ VWHHULQJ DQJOHV į/ DQG į5 ZRXOG UHVXOW LQ
FRUUHVSRQGLQJ SHDNV LQ WKH KLJKO\ DV\PPHWULF EUDNLQJ
IRUFHV )%/ DQG )%5 ZKLFK UHVXOW LQ D EHWWHU \DZ
FRQWUROODELOLW\RIWKHXQGHUVWHHULQJFDU
2D

ZLOOFRQVLGHUWKHEHKDYLRURIWKHIURQW VWHHULQJ WLUHVRI

2 L

ERWK D ZHOOFRQWUROODEOH DQG DQ XQGHUVWHHULQJ FDU DW WKH
HQWU\ RI WKH OHIW 7XUQ  )LJXUH  DQG )LJXUH  SRLQW
  $V )LJXUH  OHIW  GHSLFWV LQ WKH ZHOOFRQWUROODEOH

5D

5L

_į/_!_į5_
_Į/_§_Į5_§
$FWXDO
GLUHFWLRQ
,QWHQGHG
GLUHFWLRQ

5D

FDUWKHVWHHULQJDQJOHVRIOHIW LQVLGH DQGULJKW RXWVLGH 

Į/
į/

WLUHVDUHį/DQGį5UHVSHFWLYHO\ZKHUH_į/_!_į5_GXHWRWKH

Į5

$FNHUPDQQ VWHHULQJ SULQFLSOH >@ %HFDXVH WKH
DYDLODEOH IULFWLRQ IRUFHV DUH VLJQLILFDQWO\ JUHDWHU WKDQ
ODWHUDO RQHV GHSHQGLQJ RQ WKH VSHHG LQWHQGHG WXUQLQJ
UDGLXVDQG\DZPRPHQWXPRIWKHFDU WKHVOLSDQJOHVRI
ERWKWLUHV Į/DQGĮ5 DUHQHJOLJLEO\VPDOO7KHUHIRUHWKH

Ĺ
2D 2L _į/_!_į5_

_Į/_§_į/_
_Į5_§_į5_
Қ_Į/_!_Į5_
5L Қ)%/!)%5

į5

$FWXDO
GLUHFWLRQ
,QWHQGHG
GLUHFWLRQ

Į/
)%/

)%

į/
Į5
į5

)LJ  7XUQLQJ RI D ZHOOFRQWUROODEOH OHIW  DQG XQGHUVWHHULQJ
ULJKW  FDU7KH GLIIHUHQW $FNHUPDQQ  VWHHULQJ DQJOHV į/ DQG
į5RIWKHXQGHUVWHHULQJFDU ULJKW UHVXOWLQGLIIHUHQWVOLSDQJOHV
Į/ DQG Į5 RI WKH WLUHV ZKLFK LQ WXUQ \LHOGV DQ DV\PPHWULF
EUDNLQJIRUFHV)%/DQG)%57KHUHVXOWLQJWRUTXHIDFLOLWDWHVWKH
\DZURWDWLRQRIWKHFDULQWKHGLUHFWLRQRIWKHWXUQ

DFWXDO WUDYHOLQJ GLUHFWLRQV RI ERWK WLUHV DUH QHDUO\
LGHQWLFDO WR WKH LQWHQGHG GLUHFWLRQV GHILQHG E\ WKH
VWHHULQJ DQJOHV į/ DQG į5  DQG DFWXDO WXUQLQJ UDGLXV RI

4 Discussion

WKH FDU 5D LV QHDUO\ LGHQWLFDO WR WKH LQWHQGHG RQH 5L

:H YHULILHG WKH EHQHILFLDO HIIHFW RI VWHHULQJ

&RQYHUVHO\WKHDYDLODEOHIULFWLRQRIWKHIURQWWLUHVRIWKH

RVFLOODWLRQV RQ WKH FRQWUROODELOLW\ RI XQGHUVWHHULQJ FDU

XQGHUVWHHULQJ FDU )LJXUH  ULJKW  LV ORZHU WKDQ WKH

XQGHUDFRXSOHRIDVVXPSWLRQVWKDWPLJKWQRWKROGWUXHLQ

UHTXLUHG ODWHUDO IRUFHV DQG WKH WLUHV VOLGH LQ D IRUZDUG

VRPH UHDOZRUOG DSSOLFDWLRQV )LUVWRI DOO ZH DVVXPHG D

GLUHFWLRQ7KHUHIRUHVOLSDQJOHVRIWKHWLUHVĮ/DQGĮ5DUH

ORZ VSHHG GULYLQJ RI WKH FDU RQ URDGV IHDWXULQJ ORZ

QHDUO\ LGHQWLFDO WR WKH UHVSHFWLYH VWHHULQJ DQJOHV į/ DQG

IULFWLRQ FRHIILFLHQW 7KH UHVXOWV PLJKW QRW EH DSSOLFDEOH

į5%HFDXVHWKHVWHHULQJDQJOHRIWKHOHIWWLUHį/LVJUHDWHU

IRU KLJKVSHHG FRPSHWLWLYH  GULYLQJ RQ KLJKJULS

WKDQWKDWRIWKHULJKWWLUH į5WKH VOLSDQJOH Į/ZRXOGEH

FRQGLWLRQV EHFDXVH LQ VXFK D VFHQDULR WKH VLJQLILFDQW
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G\QDPLF ZHLJKW WUDQVIHU WR WKH RXWVLGH IURQW WLUH ZLOO

YHULILHGWKHEHQHILFLDOHIIHFWRIWKHVHRVFLOODWLRQVRQWKH

QHJDWHWKHHIIHFWRIWKHORZHUVOLSDQJOHRIWKHWLUH7KLV

TXDOLW\RIVWHHULQJRIWKHFDU,QRXUIXWXUHZRUNZHDUH

ZRXOG UHVXOW LQ D KLJKHU UDWKHU WKDQ ORZHU  EUDNLQJ

SODQQLQJ WR IRFXV RQ WKH UHOHYDQW SDUDPHWHUV RI VXFK

IRUFHV DSSOLHG WR WKH RXWVLGH WLUH RI WKH FDU ,QGHHG WKH

RVFLOODWLRQV ± DPSOLWXGH IUHTXHQF\ DQG WLPLQJ RI

IULFWLRQIRUFHVDSSOLHGWRWKHIURQWWLUHVLQDGGLWLRQWRWKH

DFWLYDWLRQ ±DQGWKHLUGHSHQGHQF\RQ WKHFKDUDFWHULVWLFV

IULFWLRQ FRHIILFLHQW DQG VOLS DQJOH DOVR GHSHQG RQ WKH

RI WKH FDUV DQG WUDFN FRQGLWLRQV $OVR ZH ZLOO H[SORUH

VXPRIWKHVWDWLFDQGG\QDPLFORDGRIWKHWLUH7KHODWWHU

WKH SRVVLELOLW\ RI DSSO\LQJ WKH RVFLOODWLRQV RQ WKH

LQWXUQGHSHQGVRQWKHD[OHZLGWKHOHYDWLRQRIWKHFHQWHU

XQGHUVWHHULQJFDURQO\DQGGLVDEOLQJWKHRVFLOODWLRQVRQ

RIWKHJUDYLW\RIWKHFDUDQGPRVW LPSRUWDQWO\±RQWKH

VWUDLJKWVDQGLQVWHDG\VWDWHFRUQHULQJ

ODWHUDO IRUFHV 7KHVH IRUFHV ± EHLQJ YHU\ VPDOO RQ
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5 Conclusion



:HDSSOLHGJHQHWLFSURJUDPPLQJWRGHYHORSDQDGHTXDWH
DXWRVWHHULQJ RI D FDU RQ VOLSSHU\ URDGV :H DOVR
LQYHVWLJDWHG DQ LPSRUWDQW HPHUJHQW SURSHUW\ ± VWHHULQJ
RVFLOODWLRQV±RIWKHEHVWHYROYHGVWHHULQJFRQWUROOHUVDQG
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Virtual Sample Generation Mechanism for Driver Model Estimation
Shigeru KATAGIRI* and Miho OHSAKI*
(Received May 10, 2019)
We report the progress in fiscal 2018 year for research subjects on statistical approach to mathematical driver
model estimation, specially results of our new approach to finding Bayes boundary, which corresponds to the ideal Bayes
error (minimum classification error probability), for a given recognition task. The approach makes good use of the specific
characteristic of Bayes boundary that classification decision is uncertain due to the balance in posterior probability between
classes. To measure such uncertainty for the class boundary estimated by a trained recognizer, we introduce uncertainty
measure using kNN-based posterior probability estimation. The report summarizes the formalization of the uncertaintymeasure-based approach and shows its high utility, based on mathematical analyses about ratio-based posterior probability
estimation, which is practically equivalent to the kNN-based estimation, and experimental evaluations using three-type
classifiers over nine diﬃcult classification tasks.

Key words ： Machine learning, pattern recognition, kernl method, neural networks.
キーワード ： 機械学習, パターン認識, カーネル法，ニューラルネットワーク．

ドライバモデル仮想標本生成メカニズム
片桐 滋 大崎 美穂

1

はじめに

れる．従って，その正確な推定には事後確率の正確な計
算が欠かせない．しかし現実のパターン認識課題の多く

ヒューマンドライバを支援するドライバモデルにとっ

では，パターンの母分布が未知であることに加え，そこ

て，環境を正確に認識できるパターン認識の能力は必須

から観測されるべき無限個のパターン標本を得ることも

である．本研究「ドライバモデル仮想標本生成メカニズ

ほぼあり得ない．従って，パターン認識器の実現は，パ

ム」の目的は，そうしたパターン認識の究極の性能，即

ターンの母分布を正確に知ることができないまま，有限

ちベイズ誤り状態

1)

を達成し得る認識器を実現するこ

個の（母分布から標本化あるいは抽出された）学習用パ

とであった．

ターン標本から母分布を予測しつつ，学習用標本（学習
標本）のみを用いて行わざるを得ない．従ってその成否

パターン認識は，入力パターンの特徴表現（特徴抽出）
とその特徴表現されたパターンの分類との 2 つの過程

は，有限個のパターン標本と無限個のパターン標本（お

から構成される．この時ベイズ誤りとは，パターンの母

よびその母分布）との間の溝の埋め方に大きく依存する

分布上で定義される分類誤り確率の最小値に他ならず，

ことになる．
溝を埋めるアプローチは，(1) 交差検証（CV: Cross-

それは各標本位置における事後確率値の（クラス間の）

Validation）法やブートストラップ法のように有限個の

最大値を 1 から引いた値を積分することによって求めら

* Department of Information System Design, Faculty of Science and Engineering, Doshisha University, Kyoto
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パターン標本から無限個のパターン標本（結果的に母分

生成効果に焦点を合わせて，ベイズ誤り状態を達成し得

布）を近似するアプローチと，(2) 混合ガウス分布のよ

るパターン認識器の実現を目指してきた 2,

3, 4, 5)

．

うなパラメトリックモデルを用いて母分布を近似するア

本研究の最終年度であった今期，こうした LGM-MCE

プローチ，(3) 正則化や幾何マージン最大化のように有

学習法を軸とした研究は，仮想標本効果を持たない関

限個のパターン標本周辺部に仮想的にパターン標本を増

数マージン最小分類誤り（FM-MCE: Functional Mar-

加させるアプローチに大別される．それぞれは次のよう

gin Minimum Classification Error）学習法よりも LGM-

に特徴づけられる．

MCE 学習法がベイズ誤りをより正確に近似し得るこ
とを明らかにし 6,

• 第 1 のアプローチは，母分布に関する仮定を設ける

7)

，またカーネル写像を伴う分類器

用の LGM-MCE 学習法であるカーネル最小分類誤り

必要が無く，原理的にはいかなる認識課題にも（い

（KMCE: Kernel Minimum Classification Error）学習

かなるパターン集合にも，いかなる認識器クラスモ

法をセンサー出力のような時系列パターンのオンライン

デルにも）適用可能である．また，その有効性が，

認識に適した状態遷移モデルとカーネル写像とのハイブ

理論的にも実験的にも確かめられている．しかし，

リッド分類器の学習用に拡張する 8) などの成果に結び

このアプローチは認識器の学習と学習結果の検証と

ついた．しかしその一方で，LGM-MCE 学習法の仮想

の多数の繰り返しから構成されるため，認識器のク

標本生成効果によって溝を埋めるだけではベイズ誤りの

ラスモデルが大きい，あるいはその学習に長時間を

正確な推定には不十分であることを示す結果ともなった

要するような場合には，その（厳密な）実行は困難

9, 10)

になる．

．

今期はまた，上述の不十分さを解決するために並行し

• 第 2 のアプローチは，有限個の学習用標本に標本分

て進めてきた，学習された認識器がもたらすクラス境界

布モデルの最大尤度推定や識別学習を適用すること

の「分類判断における曖昧性」に着目して，ベイズ誤り

で比較的短時間で実行できる．しかし，採用するモ

を推定することなく，それに必要十分的に対応するクラ

デルが母分布の適切なモデルである保証はなく，モ

ス境界，すなわちベイズ境界を探索する（第 4 の）アプ

デルが過剰なクラス境界表現力を持つ場合はベイズ

ローチ（以下，提案アプローチと呼ぶ）に関して，大き

誤りの過小推定に陥り易く，モデルのクラス境界表

な進展を得るに至った 11,

現力が不足している場合はその過大推定にとどまる

習法に関する成果の要点は既報の成果報告 17) 等におい

ことを避け得ない．

ても紹介してきている．そこで以下本稿では，今期に大

12, 14, 15, 16)

．LGM-MCE 学

きな進展があった「分類判断における曖昧性に基づいて

• 第 1 と第 2 のアプローチが母分布全体の溝を埋め

ベイズ境界に対応する最適な分類器パラメータ状態を選

ようとするのに対し，第 3 のアプローチは抽出した

択する手法」に関する研究に焦点を合わせて成果を報告

実パターン標本の周辺でのみ溝を埋めようとする．

する．

過剰なクラス境界表現力を持つ認識器を用いること
を前提とし，有限個の実パターン標本の周辺に仮想

2

的な標本の存在を仮定した上でクラスモデルの学習

分類判断の曖昧性に着目する分類器パラメータ最適
状態の選択法

を行い，ベイズ誤りの過小推定の回避を目指す．母

2.1

分布に関する仮定も要らず，クラスモデルの構造や

分類課題と分類器学習の目的

先に述べたように，ベイズ誤りは分類誤り確率の最小

型も選ばず，実行時間も現実的な範囲内にある．こ

値であり，ベイズ境界はそのベイズ誤りをもたらすクラ

の意味で，第 3 のアプローチは第 1 と第 2 のアプ

ス境界である．ここで，言うまでもなく，クラス境界は

ローチの弱点を現実的な視点から補おうとする．

分類過程が対象とするパターンの特徴空間に引かれる．
本研究では，このような各アプローチにの特徴を踏ま

また重要なことに，近年多用されるサポートベクターマ

えた上で，第 3 のアプローチの 1 つである大幾何マージ

シン（SVM: Support Vector Machine）や多層ニューラ

ン最小分類誤り（LGM-MCE: Large Geometric Margin

ルネットワークのように特徴変換（特徴写像）を伴う認

Minimum Classification Error）学習法が持つ仮想標本

識器が変換後の特徴空間に引くベイズ境界と認識器への
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（特徴変換前の）入力パターンの特徴空間のベイズ境界

が大きいほど x が Cj に属する可能性が大きいものとす

とは一意的に対応し，両空間におけるベイズ誤りは不変

る．C( ) は分類オペレータである．

である．この点から考えると，本稿の議論における分類

標本 x が Cy に所属するものとするとき，その x に対

器は認識器と入れ替えてもさしつかえない．しかし，ベ

する分類の正誤は，誤分類尺度の符号（正負）を用いて

イズ誤りは直接的に分類に伴う誤り確率であることを考

次のように表すことができる．

慮し，議論の対象を分類器とすることとする．

dy (x; Λ) = −gy (x; Λ) + max gj (x; Λ).

入力パターン標本 x ∈ X を予め設定された J 個のク

j,j̸=y

ラス，C1 , . . . , CJ ，のいずれかに属するものと判断，す

式 (3) は，その正値と負値がそれぞれ誤分類と正分類に

なわち分類する，一般的な分類課題を考える．ここで，

対応することを示している．また特に，dy (x; Λ) = 0 は，

X は無限個の標本集合（母分布そのもの）である．この

x が Λ によって決定される推定クラス境界 B(Λ) 上にあ

時，理想的なベイズ誤りは次のベイズ決定則（事後確率

ることを意味する．

最大化則）に従う分類によって得ることができる．

C(x) = Ck iﬀ k = arg max P (Cj |x).
j

(3)

式 (2) を用いる現実的な分類によって式 (1) の実行を
目指す時，分類器パラメータの学習の具体的な目標は，

(1)

識別関数 gj (x, Λ) の関数形およびパラメータ Λ の状態

式 (1) に従って標本 x を Ck に分類するとき，1−P (Ck |x)

（値）を最適設定することによって式 (2) の実行を理想

の確率で x は誤分類される．従って，事後確率 P (Ck |x)

的な式 (1) の実行に近づけることになる．実際のところ，

が最大である故にその誤り確率値は最小になる．この，

第 1 から第 3 までの従来のアプローチの多くでは，識

x に対する最小の誤り確率を標本空間全体で（無限個の

別関数 gj (x, Λ) を P (Cj |x) に近づけることが目指され

標本上で）積分したものが最小分類誤り確率，すなわち

てきた．そうした中で，報告者らの MCE 学習法は，式

ベイズ誤りである．なお，パターン標本の特徴表現が分

(3) を 0 と 1 との 2 値ステップ損失に代入し，その損失

類に適していればベイズ誤りは小さくなり，特徴表現が

の最小化を全ての生じ得る（無限個の）パターン標本上

分類に適していなければベイズ誤りは大きくなる．

で行うことにより，式 (2) の分類判断は基本的に識別関

式 (1) から容易に理解できるように，ベイズ誤りに対

数 gj (·) の型に依らずに式 (1) の実行と等価になる 2) こ

応するベイズ境界は，その境界を構成するクラス間の事

とに着目し，識別関数ではなく決定則全体として式 (2)

後確率値が等しくなる（クラス境界をこの事後確率の均

の実行を式 (1) の実行に近づけることを目指してきた

衡位置からずらして設定すると必ず分類誤り確率は増

2, 3, 4, 5)

．

加する）．従って，ベイズ誤りあるいはベイズ境界の達

ベイズ誤りの定義から明らかなように，その計算には

成を目指す分類器パラメータの学習（最適化）の具体的

無限量のパターン標本が必要である．しかも，同じ実現

な目的は，式 (1) を忠実に実行することとなることがわ

値を持ちながらも異なるクラスに属する標本が存在し得

かる．

ることが前提とされている．また，ベイズ誤りが非ゼロ

式 (1) の実行を目指すとはいうものの，有限個のパ

であるときは，理想的な分類が誤分類を伴うことも前提

ターン標本しか利用できない実際の状況においては，事

とされている．しかし，分類器学習の現実において利用

後確率の正確な把握が困難であることに因って，その厳

できる標本量は有限である．また，同じ実現値を持ちな

密な実行は容易ではない．そこで，分類器開発の多くは，

がら異なるクラスに属する標本はめったに登場しない．

次の分類則を利用する．

言い換えれば，実際の分類器学習のほとんどにおいて

C(x) = Ck iﬀ k = arg max gj (x; Λ).
j

は，標本空間内のある点にはあるクラスに属する 1 つの

(2)

標本のみが存在し，異なるクラスに属する標本どうしが

ここで，gj (x; Λ) はクラス Cj の識別関数，Λ は分類器

重なることはほとんど無いのである．更に，標本と標本

のクラスモデルパラメータ（分類器学習（最適化）の対

の間には標本が存在しない隙間が広がってもいることに

象）である．識別関数を確率関数として定義する場合も

なる．

あるが，その必要はない．また，識別関数 gj (x; Λ) の値

このように深刻な（「まえがき」においても言及した）

は，x が Cj （j ∈ [1, J]）に属する程度を表し，その値

「溝」がある時，標本空間の広い（原理的には全体）領
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域において誤り確率の積分を求めなければならないベイ

傍（kNN: k Nearest Neighbor）則を用いて事後確率を

ズ誤りの推定は困難である．実際，第 1 から第 3 までの

推定する．

従来のアプローチは，まさにこの困難を克服するための

実際の多クラス分類課題において，クラス境界のある

努力であった．では，この難しいベイズ誤りの推定を避

小片（セグメント）が 3 つ以上のクラスの分類にかかわ

けて式 (1) の実行を導くことはできないであろうか．こ

ることはめったにないと考えられる．従って，多クラス

れが「分類判断の曖昧性に着目する」提案アプローチの

分類課題における曖昧性の測定も，2 クラス課題のそれ

根本的な問いであった．

に帰着させることが出来る．この点を考慮し，2 クラス

基本的に，標本空間のある点における各クラスの事後

分類課題（C0 と C1 ）を想定して曖昧性尺度を定義する．

確率値には（それが元々持つ制約以外の）制約はない．

まず，境界近傍標本 x に対するシャノンエントロピーは

つまり，0 と 1 の間であれば任意の値をとり得る．結果

H(x) = −

的に，識別関数 gj (x, Λ) の関数形を工夫してパラメー

1
∑

P (Cj |x) log(P (Cj |x))

(4)

j=0

タ Λ の状態（値）の最適化を行って求めた事後確率推定
値と真値との近さを評価するためには真値を知るしかな

であり，分類器パラメータ Λ によって構成されるクラス

い．しかし言うまでもなく真値は知り得ず，推定結果の

境界 B(Λ) の曖昧性尺度を

評価は難しい．一方，ベイズ境界においては，クラス境
界を構成するクラスの事後確率値は均衡する．つまり，

U (Λ) =

ベイズ境界における事後確率推定値は，仮に真値へはア

1
NB

∑

H(x)

(5)

x∈NB (Λ)

クセス困難であっても「均衡の程度」によって評価がで

と定義する．ここで，NB (Λ) は境界近傍標本の集合で

きるのである．この点を考慮し，かつ事後確率を推定す

あり，NB は NB (Λ) 内の境界近傍標本の数である．そし

べき領域が境界上あるいはその付近に限定されることも

て，NB (Λ) 内の標本を対象として P̂ (Cj |x) = kj /k のよ

合わせて考慮すると，従来の第 1 から第 3 までのアプ

うに kNN 則によって事後確率を推定する（式 (4) に従い

ローチとは全く異なるアプローチの可能性が見えてくる

j = 0, 1）．ここで，P̂ (Cj |x) は P (Cj |x) の推定値であ
∑1
り，kj はクラス Cj の近傍標本の数である ( j=0 kj = k

ように考えられる．こうして，提案アプローチは，クラ
ス境界における事後確率の推定に焦点を合わせ，その正

)．

確な推定の実現を目指す．なお，実世界分類課題におい

元々，エントロピーの計算は境界標本を対象として

てはあまり無いように思われるが，ベイズ誤りが 0，あ

行うべきものであった．従って，提案アプローチにおけ

るいはベイズ境界上にパターン標本が存在しない課題も

る近似的な計算においても，対象は境界近傍標本に限定

原理的にはあり得る．提案アプローチは，そのような簡

する．後の小節で提案アプローチの合理性を分析する際

単な課題は対象とせず，ベイズ誤りは非ゼロであり，ベ

に詳述するが，この境界近傍標本への限定は，提案アプ

イズ境界上に異なるクラスのパターンが共存することを

ローチの信頼度を高めるために重要な役割を果たすこと

前提とする．

2.2

が明らかになっている．

曖昧性尺度

言うまでもなく，曖昧性はクラス境界全体において測

事後確率の均衡に対応する曖昧性は，基本的にクラス

定されなければならない（境界の一部のみで事後確率

境界におけるシャノンエントロピーで測ることができる．

値が均衡しても，分類誤り確率が最小になるとは限らな

但し，有限個の標本しか利用できない実際の課題におい

い．
）．従って，kNN 則の適用は，クラス境界全体にわ

て，クラス境界上の標本（境界標本）を利用することは

たって満遍なく行う必要がある．また，特徴空間内にお

ほぼ不可能であるし，エントロピーの基となる事後確率

ける標本密度は変動するため，その密度に応じて kNN

を正確に計算することもまた容易ではない．提案した分

則における k 値を最適に設定する必要がある．これら

類判断における曖昧性に着目するアプローチは，この問

の点を考慮し，提案アプローチは，境界近傍標本集合

題を解決するため，境界にできるだけ近い標本，即ち境

NB (Λ) を階層的に 2 平均クラスタリングし，得られた

界近傍標本で境界標本を置き換え，パターン標本の母分

クラスタ（小領域）毎にそこに含まれる境界近傍標本の

布あるいはその確率密度関数に仮定を要しない k 最近

数に応じて自動的に k を設定する手法を採用する．
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2.3

多クラス分類課題のための提案アプローチの実装

境界近傍標本を選択する最も直接的な考え方の 1 つ
は，実際にはめったに観測出来ない境界標本（結果的に

ほとんどの実際の多クラス分類課題においてさえも，
クラス境界は 2 クラスによって構成される．しかし，3

クラス境界）を近似的に生成し，その境界標本から最近

クラス以上の標本が存在することに因る曖昧性尺度の計

傍の実標本を境界近傍標本とすることと考えられる．提

算への配慮が必要になることもある．従って，提案アプ

案アプローチでは，この近似的境界標本（アンカー）を，
（学習によって得られた）推定クラス境界によって異な

ローチの実装では課題が多クラスによって構成されるこ

るクラスに分類された標本の対を内挿することによって

とを前提とし，その実装法を以下に要約する．
前小節からわかるように，提案アプローチの主たる手

生成する方法を採用する（Algorithm 2）．方法はま

続き（Algorithm 1）は，全学習標本（T ）から境界近

ず，学習標本集合から無作為に抽出した標本 a と b の分

傍標本を抽出すること（ステップ 1）と，その境界近傍

類結果であるクラス C(a) と C(b) を調べ，それらのク

標本を用いて曖昧性尺度を計算すること（ステップ 2）

ラスが異なるとき，その標本対を内挿の起点対 xa と xb

から成る．Algorithm 1 中，NijB (Λ) は Ci と Cj とが

として準備する．続いて，この 2 点をつなぐセグメント
（線分）[xa , xb ] から (xa + xb )/2 の 2 分点を求め，そ

かかわるクラス境界に伴う境界近傍標本の集合であり，

の 2 分点における識別関数値の差 g1 (·; Λ) − g2 (·; Λ) が

Uij (Λ) は同クラス対に関する曖昧性尺度である．

できるだけ 0 に近くなるまで 2 分割を繰り返す．こうし

Algorithm 1: Proposed uncertainty-measurebased method
Input: Set of candidate statuses & T
Output: arg maxΛ H(Λ)
1 for Λ ∈ set of candidate statuses do
2
Apply Algorithm 2 to obtain NB (Λ) (Step
1)
3
for i, j ∈ [1, J] do
4
If NijB (Λ) ̸= ∅ then evaluate Uij (Λ)
using Eq. (6)
5
Else Uij (Λ) ← 0
6
7
8

てこの識別関数値の差が最も 0 に近くなる（この状態を

Algorithm 2 中で (P) と表記する）内分点をアンカー
とし，このアンカーの実最近傍標本を境界近傍標本とし
て採用する．
ステップ２の曖昧性尺度の計算を境界近傍標本でな
く，境界上に（ほぼ）乗っているアンカー点で行う方が
望ましいとも考えられる．実際，階層的クラスタリング
によって境界近傍標本を小領域に分割した後に kNN 則
を適用する曖昧性尺度の計算は，実質的にアンカー点上

end

で計算する過程を近似するものになっている．また詳細

end
Evaluate U (Λ) using Eq. (7) (Step2)

は省略するが，多クラス課題においては高い識別関数値
を示す 2 クラス（Ci と Cj ）の領域の間に第 3 のクラ
ス（Cm ）の領域が入り込むことがあり得る．そのよう
なとき，gi (·; Λ) と gj (·; Λ) の間の差異を考えることは意
味をなさない．そこで，Algorithm 2 を適用する前に，

● ステップ 1: 最近傍標本 NB (Λ) の選択

Bim (Λ) 上のアンカーを生成するために gi (·; Λ)−gm (·; Λ)
を評価するか， Bjm (Λ) 上のアンカーを生成するために

Algorithm 2: Near-boundary sample selection from one random sample pair
Input: Random sample pair
{a, b} : C(a) ̸= C(b)
1 xa ← a, xb ← b
2 while [xa , xb ] does not satisfy (P) do
3
xb ← (xa + xb )/2
4 end
5 Generate an anchor from [xa , xb ] and then
select the anchor’s nearest near-boundary
sample s
6 return near-boundary sample s

gj (·; Λ) − gm (·; Λ) を評価する措置をとる．
多クラス課題においては Ci と Cj 間のクラス境界

Bij (Λ) の数も大きくなり，それらの全てに対して Algorithm 2 のアンカー生成と境界近傍標本の選択を行
うことは得策ではない．この問題に対処するため，提案
アプローチはまず，全学習標本を，1 番目と 2 番目に大
きな識別関数値をそれぞれ gi (·; Λ) と gj (·; Λ) とする標
本のリストを i 行 j 列の要素 Aij とする行列 A の形式で
整理し，Ci と Cj にかかわる境界近傍標本集合 NijB (Λ)
を選択する際，標本対 xa , xb ∈ Aij × Aji に基づいて優
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1. もし {(i), (ii)} ̸= {i, j} であるとき，Hij (x) を 0 と

先的にアンカーを生成するためにこの行列 A を利用す
る（Algorithm 3）．利用の詳細は省略するが，この

する．

整理結果を利用することで計算の高率を高めることがで

2. 上記以外のとき，事後確率（推定）値 P (C(i) |x)

きる．

と P (C(ii) |x) との和が 1 になるように両事後確率

結果的に得られるクラス対毎の {NijB (Λ)} を統合して

値を正規化し， 式（4）中のクラス指標 {0, 1} を

最終的な境界近傍標本集合 NB (Λ) を得る．

{(i), (ii)} と置き換えた上でその式（4）を正規化し
た事後確率値に適用する．

Algorithm 3: Selection of NB (Λ)
Input: Classifier parameters Λ trained on T
B
1 ∀i, j ∈ [1, J], Nij (Λ) ← ∅
2 Construct A
3 for i ∈ [1, J] do
4
for j ∈ [1, J] do
5
while stop criterion not met do
6
if Aij = ∅ then break;
7
else
if Aji ̸= ∅ then
8
9
Select random pair
{a, b} ∈ Aij × Aji
10
end
11
else
12
Select random pairs
{a, b} ∈ Aij × Aki , k ̸= j
13
end
14
Denote s: output of Algorithm
2 provided with input (a, b)
15
If s ∈
/ NijB (Λ) then add to
NijB (Λ)
16
end
17
18
19
20

続いて，式 (5) と同様に，クラス対 {Ci , Cj } のクラス
境界 Bij (Λ) に関する局所的曖昧性尺度

Uij (Λ) =

1
B
Nij

∑

Hij (x)

(6)

B (Λ)
x∈Nij

B
を計算する．ここで，Nij
はクラス対 {Ci , Cj } の境界近

傍標本集合 NijB (Λ) 中の境界近傍標本数である．そして
最後に，局所的曖昧性尺度 Uij (Λ) を平均することによっ
て，全クラス間の境界を対象とする曖昧性尺度 U (Λ)

U (Λ) =

1 ∑ B
Nij Uij (Λ)
S

(7)

i,j∈J

を計算する．ここで，S =

∑

i,j

B
Nij
である．

こうして，最も大きな U (Λ) 値を示す分類器パラメー
タ Λ 状態を，目標の最適な状態として選択する．

2.4

曖昧性尺度の合理性に関する分析

提案アプローチの信頼性は，計算される曖昧性尺度あ
るいはその基となる事後確率の質に依存する．ここで，

end

曖昧性尺度値を計算するために提案した事後確率に基づ

end

く手法の性質を数理的に分析し，本手法が，学習標本集

end
return NB (Λ) = {NijB (Λ)}i,j∈[1,J]2

合を一度だけ用いる（CV 法のように標本群の分割と学
習・検証の繰り返しをせずに）最適な分類器パラメータ
状態を発見するためにベイズ境界性を高い信頼性をもっ
て表現し得ることを明らかにする．

● ステップ 2: 曖昧性尺度 U (Λ) の計算

有限次元のユークリッド空間における標本（点）x を
考え，さらに X 1 , ..., X N を確率密度関数 p(·) から独立

原理的に，2 つの最も高い（1 番と 2 番）識別関数値を

に抽出された N 個の標本とする．ここで，空間内のあ

示すクラス対と 2 つの最も高い（1 番と 2 番）事後確率

らゆる点は J 個のクラス C1 , ..., CJ のうちの 1 つ以上に

値を示すクラス対とが異なり得る．この問題に対処する

属するものと仮定する．なお，以降の議論においては，

ため，曖昧性尺度の計算ではまず，1 番目と 2 番目に大

標本もクラスラベルも確率変数であるものとする．続い

きな識別関数値を示すクラス対を Ci と Cj と仮定した上

て，R(N ) (x) と V (N ) (x) をそれぞれ，x を含む小さな

で，次のようにクラス対エントロピー Hij (x) を計算す

領域とその体積とし，次の 3 項目を仮定する．

る．即ち，Bij (Λ) 上の標本 x に対し，まず 1 番目と 2 番

1. N → ∞ であるとき，R(N ) (x) 内の全ての 2 点間

目に大きな事後確率（推定）値 P (C(i) |x) と P (C(ii) |x)

の距離は 0 に近づく．

を選び，続いて次の場合分けに応じて Hij (x) を求める．
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2. 確率密度関数 p(·) とクラス条件付き確率密度関数

Var

p(·|Cj ) (j = 1, ..., J) は連続関数である．
3. 全ての N と全ての x において，R

(N )

(x) は有界閉

集合である．
なおここで，R(N ) (x) の形状についてはなんらの仮定も

N P (N ) (x){1 − P (N ) (x)}
{N V (N ) (x)}2

=

p(x(N ) ){1 − P (N ) (x)}
N V (N ) (x)

(14)

さらに N の増大に対する体積 V (N ) (x) を V (N ) (x) →

比に基づく確率密度推定量の真値への収束

0 かつ N V (N ) (x) → ∞ となるように設定すると，p(·)

まず，標本 X が R(N ) (x) に含まれる確率 P (N ) (x) は

が連続関数であることに基づいて，

1R(N ) (x) (X) の期待値に等しい．すなわち
[
] ∫
(N )
P
(x) = E 1R(N ) (x) (X) =

R(N ) (x)

p(x(N ) ) → p(x)

p(u)du, (8)

(15)

[ K (N ) (x) ]
→ p(x),
N V (N ) (x)
[ K (N ) (x) ]
Var
→ 0
N V (N ) (x)
(N → ∞).

E

を，それ以外では 0 を返す指示関数である．このとき，

P (N ) (x) = p(x(N ) ) · V (N ) (x) となるような点 x(N ) が
R(N ) (x) 内に存在し，さらに 1R(N ) (x) (X) の分散は
[
]
Var 1R(N ) (x) (X)
[
]
=
E {1R(N ) (x) (X)}2 − {P (N ) (x)}2
[
]
=
E 1R(N ) (x) (X) − {P (N ) (x)}2

(N → ∞)

となることから，式 (13) と (14) より

であり，ここで 1A (·) は，述部 A が真であるときに 1

=

=

も成り立つ．

設けていないことに注意したい．

2.5

[ K (N ) (x) ]
N V (N ) (x)

(16)

を導くことが出来る．従って，K (N ) (x)/{N V (N ) (x)} は

p(x) に 2 乗平均（L2 ）収束し，特に次のように p(x) に
確率収束する．

P (N ) (x){1 − P (N ) (x)}

K (N ) (x) P
−→ p(x)
N V (N ) (x)

(9)

(N → ∞),

(17)

となる．
P

ここで −→ は確率収束を表す．

次に，N 個の i.i.d. 標本に関し，R(N ) (x) 内に含まれ
る標本の数を K (N ) (x) によって表すものとする．する
と，K (N ) (x) は

● 比に基づく共起確率密度推定量の真値への収束

K (N ) (x) =

N
∑

1R(N ) (x) (X n )

確率変数である標本の実現値 xn とそれに確定的に

(10)

n=1

付与されているクラスラベル yn との対が N 個集め

と 表 さ れ ，X 1 , ..., X N が i.i.d. 標 本 で あ る た め に ，

られた {(x1 , y1 ), . . . , (xn , yn ), . . . , (xN , yN )} が与えら

K (N ) (x) の平均と分散は

れているものとする．ところが，確率変数である標

[

E K (N ) (x)

]

本群 X n (n = 1, . . . , N ) に対しては，ユークリッド

[
]
= N E 1R(N ) (x) (X)

空間においてクラス領域がクラス間で重なっているた

(N )

= NP
(x),
[
]
[
]
Var K (N ) (x) = N Var 1R(N ) (x) (X)

(11)

め，クラスラベルが確率的に付与されている．そこで
ここでは，各標本 X n に対応するクラス指標を確率
変数 Yn (∈ {1, . . . , J}) としてとらえ，N 個の標本対

= N P (N ) (x){1 − P (N ) (x)} (12)

{(X 1 , Y1 ), . . . , (X n , Yn ), . . . , (X N , YN )} を扱うことと

となり，その結果として，

E

[ K (N ) (x) ]
N V (N ) (x)

=

する．また，これらの標本対は独立であると仮定する．

1
N V (N ) (x)
(N )

= p(x

),

[

]

1 個の標本対 (X, Y ) に対する 1R(N ) (x) (X) · 1{j} (Y )

E K (N ) (x)

(N )

の期待値を Pj
中で R

(N )

(13)
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(x) によって，また N 個の i.i.d. 標本

(x) に含まれ，しかも Cj にラベル付けされる

(N )

ものの個数を Kj

(N )

2. K (N ) (x)/N, Kj

(x) とし，前小節と同様の議論を経

(x)/N → 0 (N → ∞).

て，次の結果を得る．

E

[ K (N ) (x) ]
j
NV

(N ) (x)

[ K (N ) (x) ]
j

Var

N V (N ) (x)
=

(N )

N Pj

=

NV

● 比に基づく事後確率推定における最適性によっても
たらされる実用上の長所

Pr(Cj )p(x(N,j) |Cj ), (18)

=

(N )

=

(x)

(N ) (x)

N Pj

(N )

(x){1 − Pj

式 (22) における真の事後確率への収束の性質に加え

(x)}

て，提案アプローチの定形化は，境界近傍標本のみを用

{N V (N ) (x)}2
(N )

Pr(Cj )p(x(N,j) |Cj ){1 − Pj

(x)}

N V (N ) (x)

いて kNN 法に基づく事後確率推定を行うことの実用上
の長所を明確に示してくれる．標本位置 x は十分に推

(19)

.

定境界 B(Λ) に近いものと仮定した上で，以下にその長

ここで，V (N ) (x) を，式 (15) を導いた際に用いたもの

所をまとめる．

と同様に設定すると，p(·|Cj ) が連続関数であることに

1. p(x(N ) ) と p(x(N,j) |Cj ) が そ れ ぞ れ 式 (13) 中

基づいて，次の収束を得ることが出来る．

E

[ K (N ) (x) ]
j
N V (N ) (x)

の p(x) と式 (18) 中の p(x|Cj ) に近づくように

→ Pr(Cj )p(x|Cj ),

Kj

[ K (N ) (x) ]
j

せるためには，領域 R(N ) (x) を小さくしなければ

→0
N V (N ) (x)
(N → ∞).

Var

(N )

結果的に，Kj

(N )

ならない．

(20)

2. R(N ) (x) を大きくすることによって，kNN 法に基
(N )

づく事後確率推定値 Kj

(x)/{N V (N ) (x)} は Pr(Cj )p(x|Cj ) に

(N )

(x)

N V (N ) (x)

P

−→ Pr(Cj )p(x|Cj )

(x)/K (N ) (x) の分散を基

本的に小さくすることが出来る．

2 乗平均収束し，さらに確率収束する．
Kj

(x)/K (N ) (x) の期待値における偏りを減少さ

(N → ∞).

3. 推定境界 B(Λ) がベイズ境界に近く，領域 R(N ) (x)

(21)

を NB (Λ) における境界近傍標本にのみ適用し，ま
たその領域サイズを大きくすることによって，式

(13) と (14)，(18)， (19) に基づいて，事後確率推

● 比に基づく事後確率推定量の真値への確率収束

定における偏りも分散も同時に小さくすることが出
前小節で示したように，確率密度と共起確率密度との

来る．ここで，全ての推定値 P (Cj |x) は 0.5 に近

単純な比に基づく推定量はそれぞれの真値に確率収束す

く，さらに式 (14) と式 (19) における分子の上限が

る．これらの結果と確率変数列の四則演算の性質に基づ

N/4 によって抑えられるため，対応する分散の上限

き，比に基づく事後確率推定量もまたその真値に確率収

は 1/{4N (V (N ) (x))2 } であり，V (N ) (x) が大きくな

束することがわかる．

るにつれて 0 に近づく．この性質は，提案アプロー

(N )

Kj

(N )

(x)

=

K (N ) (x)

P

−→

(x)/{N V (N ) (x)}

チが階層的クラスタリングを利用する事後確率の推

K (N ) (x)/{N V (N ) (x)}

定において大きな領域を用いることを可能とし，単

Pr(Cj )p(x|Cj )
= Pr(Cj |x)
p(x)

純な kNN 法による推定を採用しているにもかかわ

Kj

(N → ∞).

らず高い精度と信頼性をもつ性能をもたらすという

(22)

重要な意味を持つ．

なお，詳細は省略するが，上記の式 (15) から式 (22)

4. NB (Λ) 外の標本を領域 R(N ) (x) に含み，かつその

が V (N ) (x) → 0 (N → ∞) となることを仮定している
(N )

ことに伴い，K (N ) (x) と Kj

領域サイズを大きくするとき，明らかに偏りと分散

(x)，N は次の条件を満

との間のジレンマに直面する．R(N ) (x) を大きく

たす必要がある．

1. p(x), p(x|Cj ) > 0 のとき

することは分散を小さくする一方で偏りを大きく
(N )
K (N ) (x), Kj (x)

→∞

する．また，R(N ) (x) を小さくすることは分散を大

(N → ∞)．

きくする一方で偏りを小さくする．通常の kNN 法
171

に基づく事後確率推定に広くみられるこの現象は，

こす．提案アプローチが目指すべきは，ベイズ誤りを優

提案アプローチにおける事後確率推定に境界近傍標

れて近似するノード数である．

本のみを用いることの妥当性を再び支持するもので

MPT 分類器のパラメータは，各クラスを代表するプ

ある．

ロトタイプの数と，それらのプロトタイプの標本（特
徴）空間内における位置である．本実験では，クラス毎

5. 真値への就職などの全ての推定量の性質は，領域

のプロトタイプ数 k を固定した上で，各クラスの学習標

R(N ) (x). の形状によらずに成立する．

本に対して k 平均法を適用してプロトタイプ位置の学習

通常は，kNN 法に基づく事後確率の推定結果は，近

（最適化）を行った（ここで k は，kNN の k と異なるこ

傍を選ぶ領域の大きさ（k 値）や形状に依存し，推定に

とに注意したい．
）．一般に，少な過ぎるプロトタイプ

おける偏りと分散との間のトレードオフ（相殺）を避け

はベイズ誤りの過大推定を，多過ぎるプロトタイプはそ

得ない．しかし対照的に，提案アプローチにおける kNN

の過小推定を引き起こす．提案アプローチが目指すべき

法の利用は，境界に沿って拡張が可能な領域内の境界近

は，ベイズ誤りの正確な推定をもたらすプロトタイプ数

傍標本のみを用いることによって偏りと分散との双方を

である．
実 験 に は ，表 1 に 示 す 9 種 の パ タ ー ン 標 本 セッ

基本的に小さくすることができるのである．

2.6

トを用いた．GMM は混合数を 5 とする混合ガウス

評価実験

分布（Gaussian Mixture Model）を用いて生成した

● 分類器およびパターン標本セット

人工標本セットであり，他の 8 種は，実際測定して
得られた実世界パターン標本からなるセットである

提案アプローチの効果を評価するため，SVM 分類器

（http://archive.ics.uci.edu/ml/index.php）．用いたパ

と多層パーセプトロン（MLP: Multi-Layer Perceptron）
分類器，複数プロトタイプ（MPT: Multi-ProtoType）

Table 1. Sample sets.
N
D
J
2,200
2
2
4,177
7
3
683
9
2
351
34
2
Letter Recognition 20,000
16 26
MNIST (test)
10,000 784 10
Landsat Satellite
6,435
36
7
Spambase
4,601
57
2
Thyroid
7,200
21
3

分類器を対象とした，分類器パラメータの最適状態を見

Sample set
GMM
Abalone
Breast Cancer
Ionosphere

出す実験を行った．

SVM 分類器のパラメータは，カーネル幅と正則化重
み，カーネル重みである．本実験では，予備実験を通し
て正則化重みを最適値に固定した上で，カーネル幅値を
微小量ずつ変化させ，その各カーネル幅値を用いたカー
ネル重みの学習（最適化）を行った．一般に，広過ぎる
カーネル幅を用いるカーネル重みの学習結果（分類器パ
ラメータ状態）はベイズ誤りの過大推定をもたらし，狭

Remarks
synthetic data
custom version
2:1 imbalance
2:1 imbalance

18:1:1 imbalance

過ぎるカーネル幅を用いる結果はベイズ誤りの過小推定
を引き起こす．従って，提案アプローチが見出すべき目

ターン標本セットのパターンは，それぞれ固定次元の

標は，ベイズ誤りを優れて近似するカーネル幅値である．

ベクトルである．表中，Sample set には各パターン標

MLP 分類器のパラメータは，ネットワークノードを

本セットの名称を，N と D，J はそれぞれ標本数とパ

つなぐリンクの重みとネットワーク層数，ネットワーク

ターン次元数，クラス数である．また Remarks に注記

層内のノード数，各ノードの活性化関数の非線形性であ

するように，GMM は実験者によって合成された人工標

る．本実験では，ネットワーク層数と活性化関数の非線

本であり，Abalone セットは，元々のクラス設定を変え，

形性を固定した上でネットワーク層内のノード数を変化

3 クラス課題として作り替えた版である．また，Breast

させ，各ノード数において 2 乗誤差損失最小化を通した

Cancer と Ionosphere は，2 クラスといいながらもクラ

ネットワーク重みの学習（最適化）を行った．一般に，

ス間の標本数が「2 対 1」と大きく偏っている（言い換

小さ過ぎるノード数を用いるネットワーク重みの学習結

えれば，クラス間の事前確率が大きく異なっている）も

果（分類器パラメータ）はベイズ誤りの過大推定を，大

のであり，最後の Thyroid セットは「18 対 1 対 1」と著

き過ぎるノード数を用いる結果はその過小推定を引き起

しいクラス間偏りを持っている．一般に，標本数（N ）
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が小さいほど，次元数（D）が大きいほど，またクラス
間の標本数が不均衡であるほど，ベイズ誤り推定は困
難となり，その過大推定あるいは過小推定が起こり易く
なる．
パターン標本を生成する関数が既知である GMM セッ
トを除いては，各パターン標本セットの母分布は不明で
ある．従って，そうした実世界標本セットを用いて提案
アプローチが示すベイズ誤り推定力を評価することは，
実は容易ではない．実験では，慎重に十分な交差数を選
択した CV 法を用いて，各標本セットに対するベイズ誤
りの推定を行い，それを提案アプローチの結果の比較基
準とした．即ち，CV 法による誤り確率推定量の最小値
をベイズ誤りとみなした上で，それに対応する分類器パ
ラメータをベイズ誤りあるいはベイズ境界に対応する最
適状態と仮定し，提案アプローチがもたらす曖昧性尺度
の最小値がその分類器パラメータの最適状態を指示し得
るかどうかの検証を行った．

● サポートベクターマシン分類器の結果
図 1 に，SVM 分類器のカーネル幅の最適値（および
そのカーネル幅値を用いた SMO 学習を経て得られた
カーネル重み値）を提案アプローチで選択した結果を
示す．図中の各パネルは，上から順に，GMM セット
と Abalone セット，Breast Cancer セット，Ionosphere
セット，Letter Recognition セット，Landsat Satellite
セット，MNIST (test) セット，Spambase セット，そし
て Thyroid セットに対する結果である．特に，上部の

2 つのパネルはともに GMM セットに関するものであ
る．また，各パネルにおいて，横軸は分類器パラメー

Fig. 1. Parameter selection results for SVM classifier. From top to bottom: GMM (two upper panels),
Abalone, Breast Cancer, Ionosphere, Letter Recognition, Landsat Satellite, MNIST (test), Spambase, and
Thyroid datasets. Horizontal axis: parameter status γ
(kernel width). Vertical axis (left) : Ltr (classification
error probability estimated over training folds (yellow
curve)), Lval (classification error probability estimated
over validation (testing) folds (green curve)), Lte (classification error probability estimated using a large
number of independently-synthesized testing samples
(red curve)). Vertical axis (right): sign-reversed uncertainty measure -U (blue curve)).

タ値（カーネル幅値 γ ）を示し，左の縦軸は CV 法に
よって学習標本サブセットから得た分類誤り確率推定値
（Ltr）と検証標本サブセットから得た分類誤り確率推定
値（Lval），特に GMM に関して多数の（学習標本とは）
独立に生成した試験標本サブセットから得た分類誤り確
率推定値（Lte）を示し，また右の縦軸は符号を反転し
た曖昧性尺度値（-U）を示している．曖昧性尺度の符号
反転は，検証標本（あるいは試験標本）サブセットに基
づく分類誤り確率推定値と曖昧性尺度との比較を容易に
するために行っている（クラス境界の曖昧性が大きいほ
ど，曖昧性尺度値が大きくなる一方で分類誤り確率は小
さくなる．
）．図中，黄色の曲線は CV 法による学習標
本に対する分類誤り確率推定値のカーネル幅による変化
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を，緑色曲線は同様に CV 法による検証標本に対する分

とが推察される．これらの解釈に基づいて，グラフ

類誤り確率推定値の変化を示している．赤色の曲線は，

の中ほどの，カーネル幅が中程度に設定されたとき

特に GMM セットにおいて大量に生成した独立試験標

に生じている緑色曲線の最小点付近（推定値である

本に対する分類誤り確率推定値の変化を示している．定

ために敢えて「付近」と呼んでいる）の分類誤り確

義から明らかなように，緑色の曲線の最小値がベイズ誤

率推定値がベイズ誤りであり，それに対応するクラ

りの高い信頼性を持つ推定値であり，この最小値に対応

ス境界がベイズ境界であると判断できる．

するクラス境界が推定ベイズ境界であり，同様に対応す

4. 提案アプローチの曖昧性尺度（符号反転）値の青色

る分類器パラメータ（カーネル幅および重み係数）の値

曲線は，CV 法による検証標本に対する分類誤り確

が提案アプローチが選択を目指す最適なパラメータ状態

率推定値の緑色曲線と極めて似た動きを示し，特に

である．

緑色曲線の最小点，すなわちベイズ境界を示す点付

全ての標本セットにほぼ共通に，各分類誤り確率推定

近において最小となっている．

値（曲線）は次のような明確な傾向を示している．
クラス間の標本数に著しい偏りを持つ Thyroid セット

1. GMM セットにおいて，CV 法によって学習標本に

のような一部のデータに対して提案アプローチによるベ

対して得た分類誤り確率推定結果（黄色曲線）は，

イズ境界に対応するパラメータ最適状態の選択（青色曲

カーネル幅が狭くなるほど（各パネルの左から右に

線の最小点）が基準とした CV 法による選択（緑色曲線

向けて）ほぼ単調に現象し，ほとんどゼロに収束し

の最小点）からややずれる結果とはなったものの，ほと

ている．有限の学習標本に過剰適用（過学習）し，

んどの標本セットに対しては両選択はほぼ一致した結果

ベイズ誤りの過小推定が生じていることがわかる．

となっており，提案アプローチがベイズ境界とそれに対

なお，省略しているが，この黄色曲線と緑色曲線の

応する分類器パラメータ状態をほぼ正確に選択できるこ

カーネル幅に対する動きは，他のいずれの標本セッ

とを読み取ることができる．

トにおいても共通に表れていた．

2. GMM セットにおいて，CV 法による法によって検

● 多層パーセプトロン分類器の結果

証標本に対して得た分類誤り確率推定結果（緑色曲

図 2 と図 3 に，MLP 分類器の（層毎の）ノード数の最

線）は，大量の独立試験標本を用いて GMM の試

適値（およびそのノード数を用いた 2 乗誤差損失最小化

験標本に対して得た分類誤り推定結果（赤色曲線）

学習を経て得られたリンク重み値）を提案アプローチで

と極めて類似した動きを示している．これは，CV

選択した結果を示す．図は，上から順に，GMM セット

法の検証標本に対する推定値が分類誤り確率の真

と Abalone セット，Letter Recognition セット，MNIST

値の優れた近似になっていることを示唆するもので

(test) セット，Landsat Satellite セットに対する結果で

ある．

ある．図中各パネルにおいて，横軸は分類器パラメータ

3. CV 法によって検証標本に対して得た分類誤り確率

値（層内ノード数）を示し，左の縦軸は CV 法によって

推定値（緑色曲線）は，カーネル幅が広過ぎるとき

学習標本セットから得た分類誤り確率推定値（Ltr）と

（パネルのグラフの左側）大きな値を，カーネル幅

検証標本セットから得た分類誤り確率推定値（Lval），

が中程度のとき（グラフの中ごろ）最小値を，そし

特に GMM に関して多数の（学習標本とは）独立に生成

てカーネル幅が狭過ぎるとき（パネルの右側）に再

した試験標本セットから得た分類誤り確率推定値（Lte）

び大きな値を示している．カーネル幅が広過ぎる

を示し，また右の縦軸は符号を反転した曖昧性尺度値

曲線左側では，複雑なクラス境界を描く能力を分類

（-U）を示している．図中，黄色の曲線は CV 法による

器がもたなかったためにベイズ誤りを過大推定し，

学習標本に対する分類誤り確率推定値のカーネル幅によ

カーネル幅が狭過ぎる曲線右側では，複雑なクラス

る変化を，緑色曲線は同様に CV 法による検証標本に対

境界を描く能力を分類器が過剰に持ってしまったた

する分類誤り確率推定値の変化を示している．赤色の曲

めに学習標本に対する過学習を引き起こし，その結

線は，特に GMM セットにおいて大量に生成した独立

果としてベイズ誤りの過大推定を生じてしまったこ

試験標本に対する分類誤り確率推定値の変化を示してい
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Fig. 2. Parameter selection results for MLP classifier:
From top to bottom: GMM, Abalone datasets. Horizontal axis: parameter value (# of nodes per layer.
Vertical axis (left): Ltr (classification error probability estimated over training folds (yellow curve)),
Lval (classification error probability estimated over
validation (testing) folds (green curve)), LTe (classification error probability estimated using a large
amount of independently-synthesized testing samples
(red curve)). Vertical axis (right): sign-reversed uncertainty measure -U (blue curve).

Fig. 3. Parameter selection results for MLP classifier (cont.): From top to bottom: Letter Recognition,
MNIST (test), and Landsat Satellite datasets..

る．SVM 分類器の結果と同様に，緑色の曲線の最小値
がベイズ誤りの高い信頼性を持つ推定値であり，この最
小値に対応するクラス境界が推定ベイズ境界であり，同

線）と検証標本に対する分類誤り確率推定値の曲線

様に対応する分類器パラメータ（ノード数およびリンク

（緑色曲線）を示し，下部のグラフは CV 法による

重み）の値が提案アプローチが選択を目指す最適なパラ

検証標本に対する分類誤り確率推定値の緑色曲線と

メータ状態である．図の結果は以下のように要約するこ

（符号反転された）曖昧性尺度値の青色曲線との比
較結果を示している．ノード数の増加に伴い，学習

とができる．

標本に過剰適応（過学習）してベイズ誤りの過小推

1. 最上段のパネルにある GMM セットに関して，提

定を引き起こした様子を示す黄色曲線が単調にゼ

案アプローチによる（符号反転した）曖昧性尺度値

ロに収束したのに対し，検証標本を用いることでベ

の青色曲線は大量の独立試験標本を用いて得た分類

イズ誤りをほぼ正確に推定していると思われる緑色

誤り確率推定値の赤色曲線と比較した．その結果，

曲線が単調に減少することなく一定の誤り値（ベイ

両者の特に最小点は正確に一致し，提案アプロー

ズ誤りの推定値）に収束したことがわかる．また加

チによってベイズ境界とそれに対応する最適なパラ

えて，この緑色曲線と曖昧性尺度による青色曲線が

メータ状態を発見し得ることが示されている．

ノード数増加に伴い同様の動きをしている結果を見

2. Abalone セットから Landsat Satellite セットまで

て取ることができる．

の 4 種の実世界標本セットに関する結果は，それ
ぞれを 2 つのグラフとして表示している．各セット

3. 緑色曲線がほぼ一定の誤り確率値に滞留し始めた

に関し，上部のグラフは CV 法によって得られた学

ノード数とそれを用いて得られたリンク重みがベ

習標本に対する分類誤り確率推定値の曲線（黄色曲

イズ境界に対応する最適な分類器パラメータ状態で
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ある．

● 複数プロトタイプ分類器の結果
図 4 に，MPT 分類器の（クラス毎の）プロトタイプ数
の最適値（およびそのプロトタイプ数を用いた k 平均クラ
スタリング学習を経て得られたプロトタイプ位置（値））
を提案アプローチで選択した結果を示す．図は，上から順
に，GMM セットと Abalone セット，Letter Recognition
セット，MNIST (test) セット，Landsat Satellite セット
に対する結果であり，図中の軸および曲線は上述の MLP
分類器の結果のそれらと同じである．プロトタイプ数の
増加に伴う各曲線の動きや，CV 法による（緑色曲線に
みられる）ベイズ境界選択と曖昧性尺度による（青色曲
線にみられる）ベイズ曲線選択とが高い信頼度をもって
一致していることが，ここでも明らかである．

3

おわりに

数理的ドライバモデル推定の基礎をなす，パターン認
識器学習法の理論とその実験的評価について，特に，
「分
類判断の曖昧性に着目して分類器パラメータ最適状態を
選択する」提案アプローチに関する成果に焦点を合わせ
て要約・報告した．得られた理論的分析結果と実験結果
は共に，この提案アプローチの有効性を明確に示してい
るように思われる．しかし，有限と無限との溝を埋める
ことは根本的に難しい問題であり，提案アプローチにも
改善すべき点はまだ多い．引き続き問題の解決を進める
予定である．

Fig. 4. Parameter selection results for MTP classifier:
From top to bottom: GMM, Abalone, Letter Recognition, MNIST (test), and Landsat Satellite datasets.
Horizontal axis: parameter value (# of prototypes
per class. Vertical axis (left): Ltr (classification error probability estimated over training folds (yellow
curve)), Lval (classification error probability estimated
over validation (testing) folds (green curve)), LTe (classification error probability estimated using a large
amount of independently-synthesized testing samples
(red curve)). Vertical axis (right): sign-reversed uncertainty measure -U (blue curve).
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Discovery of Non-linear Dependences among Multi Variables
Miho OHSAKI* and Shigeru KATAGIRI*
(Received March 31, 2019)
We set the following three sub-themes for car driving support: The first sub-theme is to develop a classifier that
accurately classifies a small number of accident cases and a large number of safe cases. The second one is to develop a
pattern extraction method that extracts representative driving patterns from car sensor time series data. The third one
is to develop a method that discovers the nonlinear relationships among accidental situations and risk factors (in other
words, variables related to driving). We have achieved the first and second sub-themes by the end of the last fiscal year,
and we started the third one in this fiscal year. For the discovery of variables and their representatives in co-nonlinear
dependences, we proposed a method consisting of Neural Network Regression, Group Lasso, and Information Aggregation.
We demonstrated experiments using artificially synthesized datasets in order to evaluate the proposed method from the
view of its fundamental eﬀectiveness. The proposed method precisely discovered the sets and representatives of cononlinear variables, and its detection performance was robust to noise rate and data size. We can conclude that the three
sub-themes for car driving support have almost been completed by this final fiscal year of the project.

Key words ： Co-nonlinearity Discovery, Neural Network Regression, Group Lasso, Information Aggregation.
キーワード ： 共非線形性発見，ニューラルネットワーク回帰，グループラッソ，情報統合．

多変数間の非線形従属関係の発見
大崎 美穂, 片桐 滋

1

原因を様々な要因の中から見出す従属関係発見手法の開

はじめに

発 (危険因子の発見)．
本プロジェクトの自動車運転支援には解決すべき副

副テーマ 1(不均衡データの分類) については，少数ク

テーマがいくつかあり，これらの解決策にはある課題に

ラスと多数クラスの間の性能バランス制御と向上を目指

特化するものよりも，汎用性が高く本質的なものが望ま

し，カーネルロジスティック回帰と，混同行列，最小分

れる．そこで我々は，プロジェクト期間において以下の

類誤り学習・一般化確率的降下法を組み合わせた分類器

3 つの副テーマを設定した．副テーマ 1：少数の事故事

を提案した．まず，提案手法のアルゴリズム化・定式化，

例と多数の無事故事例から成る不均衡データを自動分類

システム開発・動作確認，評価実験を行った．そして，こ

し，事故の予測に役立てる分類手法の開発 (不均衡デー

の研究成果を国際会議と学術論文により公表し，副テー

タの分類)．副テーマ 2：車両やドライバのセンサ時系列

マ 1 を完了した 1,

データから運転パターンを抽出し，安全性の判断に役立

2)

．副テーマ 2(代表時系列パターン

の抽出) については，安全運転や危険運転の傾向を見い

てる時系列モデル化手法の開発 (代表時系列パターンの

出すことを目指し，ガウス過程回帰を自車両のセンサ時

抽出)．副テーマ 3：事故などの危険な状況を引き起こす

* Department of Information Systems Design, Faculty of Science and Engineering, Doshisha University, Kyoto, Japan
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系列データに適用して典型的パターンを抽出する手法を

を見積もる

提案した．このテーマでは，アクセル踏力，速度等の多

雑な関係を検出できないという問題がある．

4)

．CC やその派生の測度には多変数間の複

様なセンサ時系列データに提案手法を適用する実験に重

DCC は式 (2) の特性関数による独立性の定義と，L2

点を置き，その有効性を確認した．そして，副テーマ 2

ノルム距離，相関係数に基づく測度である．従属関係の

も昨年度までに完了することができた．

仮定を立てることなく，非線形な従属関係を検出できる

最終年度である本年度は副テーマ 3(危険因子の発見)

5)

．DCC では，X と Y ，X 自身，Y 自身について，式

の達成を目指すとともに，研究成果をプロジェクト後に

(2) の左辺と右辺の L2 ノルム距離を計算し，X と Y の

さらに発展させる方向性を検討した．危険因子の発見を

正規化距離を求めて従属性を表す量とする．DCC は非

一般化して考えると，ある変数 (例：自車両と他車両の

線形関係を検出できるが表現能力は限られている．また，

相対速度) と他の変数 (例：接触事故の頻度) の間に隠

多変数間の関係は検出できない．

れ，かつ，容易には分かり難い複雑な従属関係を発見す

HSIC は，変数空間上のデータを再生核ヒルベルト空

ることと捉えられる．

間に写像し (カーネル化)，その空間で共分散を求めるこ

そこで我々は，多変数間の非線形従属関係発見を目的

とで 2 変数間の非線形な従属関係を検出する

6)

．言い

として，ニューラルネットワーク回帰 (NNR) と，グルー

換えると，式 (1) の左辺と右辺の差異を写像先のデータ

プラッソ (GL)，情報統合 (IA) を組み合わせた手法を提

点のばらつきで記述する．HSIC では用いるカーネル関

案した．本稿では副テーマ 3 の研究について以下のよ

数の選択とハイパーパラメータの設定により，多様な共

うに詳細に報告する．第 2 節では従来の従属関係検出測

非線形性を表現できる．しかし，その選択と設定の難し

度と残された課題を解説する．第 3 節では NNR，GL，

さ，および，多変数間の関係を検出できない問題がある．

IA に基づく提案手法のアイディアと定式化について述

MIC は変数空間を区分化し，各区分における 2 変数

べる．第 4 節では提案手法の原理的有効性を検証する実

間の相互情報量を算出して，その総和により非線形な従

験の報告を行う．第 5 節では副テーマ 3 に関するまとめ

属関係を検出する測度である

と，今後の研究の発展について述べる．

7)

．これは式 (1) の左辺と

右辺の比率の対数に相当する．相互情報量の総和が最大
になる区分を探索することで，MIC は多様な共非線形

2

性を表現可能である．その反面，区分化の過学習の恐れ

変数間の従属関係を検出する従来測度

や汎用性に議論の余地がある

2 つの確率変数 X ，Y の独立性は，X と Y の同時確率
3)

ている．検出対象の従属関係が線形に限られる，あるい

．確率のフーリエ

は，非線形でも検出できるが表現能力に制限がある，多

変換である特性関数 cXY (s, t) と，cX (s)，cY (t) による

変数間の従属関係を検出できない．そこで我々は，これ

式 (2) の定義も存在する．式 (1) や式 (2) の左辺と右辺

らの問題を解決し，かつ，従属関係の検出にとどまらず，

の差異が大きいほど，2 変数間の従属関係が強い．

pXY (x, y) =
cXY (s, t)

=

．

以上をまとめると，従来の測度には次の問題が残され

pXY (x, y) と X の周辺確率 pX (x)，Y の周辺確率 pY (y)
により，式 (1) のように定義される

8)

従属関係にある変数の集合とその代表までも発見するこ

pX (x) pY (y), ∀x, y

(1)

cX (s) cY (t), ∀s, t

(2)

とを目指す．この従属関係発見手法には，従来の共非線
形性測度のアプローチ (特性関数やカーネル関数，ある
いは，変数空間の区分化による) ではなく，ニューラル
ネットワークによるアプローチを採用する．

2 変数間の従属関係を検出する目的のもと，式 (1) や
式 (2) の左辺と右辺の差異の大きさにより，従属関係の
強さを表す測度が提案されてきた．代表的な測度には，

3

従属関係を持つ変数集合と代表を発見する提案手法

線形関係のみを検出する相関係数 (CC)，非線形関係を
我々は，多変数間の複雑な従属関係を検出した上で，

検出可能な距離相関係数 (DCC)，ヒルベルト・シュミッ
ト独立基準 (HSIC)，最大情報係数 (MIC) がある．CC

従属関係を持つ変数の集合とその代表を発見する手法を

は 2 変数間の従属関係が線形であることを仮定し，直線

提案する

からの共変動の度合いにより式 (1) の左辺と右辺の差異

て実現する．多入力で 1 出力を予測するニューラルネッ
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9)

．提案手法は次の 3 つの技術を組み合わせ

Fig. 1. 提案手法の概念図.
GL 正則化付き NNR の目的関数は式 (4) のように定

トワーク回帰 (NNR) による共非線形性のモデル化．予
測に寄与する変数を自動選択するグループラッソ (GL)．

義する．回帰性能を向上させる第 1 項には残差平方和を

回帰と変数選択で得た情報を統合して共非線形変数集

用いる．第 1 項の zjs は回帰対象である変数の観測値，

合・代表を導出する情報統合 (IA)．

ẑjs (W) はその推定値，Nt は訓練データの数である．変
数を選択する第 2 項には GL の正則化項を用いる．こ

図 1 の概念図に基づき，提案手法の全体設計を述べる．
図 1 の左側には，提案手法が持つ NNR と GL から成る

こで，入力層の 1 つの節 zm から第 1 層の全節への重み

モジュールがある．複数の変数のうち，1 つの変数を予

wm1 , wm2 , · · · , w

測対象 (出力変数)，他の変数を予測子 (入力変数) とし

(1)
wm

て，このモジュールを動作させると共非線形変数集合の

て，L1 ノルムを求めたものが第 2 項である．重み λ は

候補が生成される．図 1 の中央の通り，異なる出力変数

項間のバランスを取るハイパーパラメータである．目的

と異なる初期値について複数のモジュールを動作させて

関数を最小化する訓練には，NNR の一般的な学習アル

結果を蓄積することで，共非線形変数集合の候補群が得

ゴリズムであるバックプロパゲージョンを採用する．

(1)

られる．最後に図 1 の右側に示すように，共非線形変数

(1)

(1)

(1)

非線形変数集合と代表が求まる．

Nt
1 ∑
(zjs − ẑjs (W))2
Nt s=1
Nz
∑

+

以下では提案手法の仕組みを定式化する．GL 正則化

をグループ化したベクトルを

とする．このベクトルの L2 ノルム ||wm ||2 につい

Jj (W) =

集合の候補群に IA を適用して統合すれば，最終的な共

(1)

mNz

(4)

(1)
||wm
||2

m=1, ̸=j

付き NNR は NL + 1 個の層を持ち，0 番目を入力層，1
〜NL − 1 番目を隠れ層，NL 番目を出力層とする．第 0

以上の過程により，変数 zj が出力変数の場合に，あ

層には，Nz 個の節，すなわち，入力変数 z1 , z2 , · · · , zNz

る初期値のもとに zj を含む共非線形変数集合の候補が

(l)

(l)

得られる．この過程を初期値を変えながら繰り返せば，

(l)

がある．第 l 層 (1 ≤ l ≤ NL ) には，Nz 個の節 z1 , z2 ,
がある．なお，NNR の隠れ層の数と節の数は

Nrnd パターンの初期設定で求めた Nrnd 個の共非線形

ハイパーパラメータである．第 l − 1 層の j 番目の節か

変数集合の候補群が得られる．また，j を変えることで

···, z

(l)
(l)

Nz

個々の変数 z1 , z2 , · · · , zNz に対応する共非線形変数集

(l)

ら第 l 層の k 番目の節への辺の重みを wjk とすると，層

合の候補群が得られる．

間の重み行列 W(l) は式 (3) となる．これらを並べた重

これらの候補群を集約する IA は次のように設計する．

み行列 W が訓練対象のパラメータ全てを表す．ただし，

IA のステップ 1 では，異なる初期値で得た共非線形変

j 番目の変数のみを抜き出して出力変数とするため，こ

数集合の候補群を統合する．
「集合の候補群に頻出する要

(1)

れに対応する wjk は 0 に固定しておく．

W(l)



(l)

(l)

w11 ,


 w(l) ,

21
=
 ..

.

(l)
w (l−1) ,
Nz

1

w12 ,

··· ,

w

(l)
w22 ,

··· ,

w

..
w

.

(l)
(l−1)

Nz

2

(l)

1Nz
(l)

(l)

2Nz

..
(l)
.
wjk
(l)
, · · · , w (l−1)
Nz

素ほど真の要素である可能性が高い」という考えに基づ



(l)

(l)

Nz

き，Nrnd 個の初期値で得た変数 zj に対応する共非線形




 (3)




(j)

(j)

(j)

変数集合の候補群 CS1 , CS2 , · · · , CSNrnd に頻出す
る変数を導出する．この考えを定式化すると式 (5) のよ
うになる．共非線形変数集合の候補群の和集合を求め，
出現頻度 Freq(z) が閾値 TFreq1 以上の要素 z を選出し，
この要素から成る新たな共非線形変数集合を導出する．
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Table 1. 生成した人工データ．3 変数のうち 2 変数間に従属関係が存在する.
従属関係

x1 (従属関係式の入力)

x2 (従属関係式の出力)

x3 (他の変数と独立)

Line

x1 ∼ U (0, 1)

x2 = Line(x1 ) = x1

x3 ∼ U (0, 1)

Exp

x1 ∼ U (0, 10)

Parab

x1 ∼ U (−0.5, 0.5)

Cubic

x1 ∼ U (−1.3, 1.1)

x2 = Cubic(x1 ) =

Sine

x1 ∼ U (0, 1)

x2 = Sine(x1 ) = sin(8πx1 )

x2 = Exp(x1 ) = 10
x2 = Parab(x1 ) =

x3 ∼ U (0, 10)

x1

4x21
4x31

x3 ∼ U (−0.5, 0.5)
+

x21

− 4x1

x3 ∼ U (−1.3, 1.1)
x3 ∼ U (0, 1)

Fig. 2. 上側は x1 と x2 の真の従属関係，下側は 5 [%] の観測ノイズを付加したもの．従属関係は左から順に，Line，
Exp，Parab，Cubic，Sine.
大きさ，および，観測ノイズを様々に変え，提案手法の

出現頻度の閾値 TFreq1 はハイパーパラメータである．

N CS

(j)

従属関係発見の性能がこれらに対してどの程度頑強であ

N∪
rnd
{
}
(j)
= z|z∈
CSk , TFreq1 ≤ Freq(z) (5)

るかも調べた．

k=1

人工データには表 1 に示す 5 種類の従属関係を用い

IA のステップ 2 では，異なる変数で得た共非線形

7)

変数集合の候補群を統合する．定式化は式 (6) の通

た

．x1 , x2 , x3 のうち x1 と x2 の間に，線形の Line，

りである．変数 zj を含む共非線形変数集合の候補群

あるいは，非線形の Exp，Parab，Cubic， Sine のいず

N CS1 , N CS2 , · · · , N CSncs の和集合を求め，出現

れか 1 つの従属関係を仮定する．データ生成では x1 の

頻度 Freq(z) が閾値 TFreq2 以上の要素 z を選出し，この

値を 0.01 の間隔で生成し，従属関係の式に代入して x2

要素から成る新たな共非線形変数集合を導出する．出現

の値を得た．x3 は x1 と x2 とは独立に 0.01 の間隔で生

頻度の閾値 TFreq2 はハイパーパラメータである．結果

成した．そして，(x1 , x2 , x3 ) の点の集合を母集団と見

として，最終的な共非線形変数集合 F S (j) ，および，最

なし，一様分布に従いデータ点を抽出した．この数は

頻出である代表の変数が求まる．

3000, 1500, 300, 150 とした．最後に，平均 0，標準偏

(j)

(j)

(j)

差 SD (言い換えるとノイズ率) のガウス分布に従う擬

F S (j)

N∪
ncs
{
}
(j)
= z|z∈
N CSk , TFreq2 ≤ Freq(z) (6)

似的な観測ノイズを付加した．ノイズ率 SD は変数の値
域の 0, 1, 5, 10 [%] とした．

k=1

4
4.1

x1 と x2 は従属，x3 はこれらと独立であるので，正

評価実験

解の変数集合は {x1 , x2 }, {x3 } である．x1 から x2 が生

目的と条件

成されるため，{x1 , x2 } の正解の代表は x1 である．た

提案手法の原理的有効性を検証するため，従属関係が

だし，Line では x1 と x2 の写像と逆写像がともに 1 対

既知の人工データを用いた評価実験を行った．データの

1 対応であり，x1 と x2 の両方が代表となる．{x3 } の代
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表 3 を見ると，提案手法はかなり多くの条件で，正解

Table 2. 提案手法のハイパーパラメータと訓練の設定.
層の数
節の数
正規化項の重み

RSS の閾値
IA のステップ 1 の閾値
IA のステップ 2 の閾値
初期値
初期化の回数
学習率
最大学習回数

と一致，もしくは正解に近い共非線形変数集合・代表を

4 〜 20 (4 刻み)
20 〜 100 (20 刻み)
0.10
0.20 〜 0.30
0.30
0.10
ガウス分布に従う乱数
(平均 0，分散 1)
10
0.01
15000

発見したと言える．また，異なる初期設定の結果もほぼ
同じであり，提案手法は再現性のある発見が可能と言え
る．発見性能と再現性は大半の条件で十分高く，データ
点数が 150 でノイズ率が 10 [%] になると低下している．
紙面の都合上，グラフは掲載しなかったが，この条件で
は視認が困難なほど真の従属関係がノイズに被覆されて
いた．極度の情報不足・外乱では，従属関係の発見を強
いると偽陽性 (従属関係がなくても，あると判定するこ
と) の恐れがある．ゆえに，提案手法は理に適った挙動
を示しており，データの大きさと観測ノイズに対する適
切な頑強性を持つと考えられる．

表は x3 自身となる．提案手法が発見した変数集合・代

以上をまとめると，人工データを用いた原理的有効性

表が正解に一致するか否かに基づいて，発見性能を見積

を実験検証した結果，提案手法が高い再現性のもとに共

もる．

非線形変数集合とその代表を発見できることが確認さ
れた．

表 2 に示す通り，提案手法のハイパーパラメータは

NNR の層の数と節の数，GL の正則化項の重み，RSS
の閾値，IA のステップ 1 とステップ 2 の出現頻度の閾

5

おわりに

値である．予備実験の結果，層の数と節の数以外のハイ
我々は自動車運転支援に必要な副テーマを 3 つ設定し，

パーパラメータ，および，訓練の設定には適切な値が得

昨年度までに副テーマ 1(不均衡データの分類) と副テー

られた．ゆえに本実験でも同じ値を用いた．層の数と節

マ 2(代表時系列パターンの抽出) を達成した

の数は性能への影響が大きいため，本実験において表 2

．本

プロジェクトの最終年度である本年度は，副テーマ 3(危

に示す範囲で探索した．

険因子の発見) に注力した．具体的には，様々な変数間

評価手続きは以下の通りである．1 つのデータセット

に潜む複雑な従属関係 (自動車運転支援においては自車

を訓練用，検証用，試験用に分割し，訓練用セットによ

両や環境の要因と事故の関係) を発見すべく，ニューラ

り提案手法のパラメータを，検証用セットによりハイ

ルネットワーク回帰，グループラッソ，情報統合を組み

パーパラメータを設定した．そして，試験用セットによ

合わせた手法を提案した．アルゴリズム化・定式化とシ

り提案手法の共非線形変数集合・代表の発見性能を見積

ステム開発・動作確認により提案手法を実現し，さらに

もった．また，結果の再現性を調べるため，3 種類の初

評価実験を行って提案手法が多変数間の従属関係を正確

期設定ごとに提案手法を実行して評価手続きを行った．

に発見できることを示した

ゆえに，1 データセットあたり 3 種類の結果を得た．

4.2

1, 2)

9)

．

プロジェクト期間内に行った 3 つの副テーマで得た要

結果と考察

素技術は，自動車運転支援に貢献するとともに，今後，

表 3 に，提案手法が発見した共非線形変数の集合とそ

他の様々な問題に展開できると考えられる．特に，自動

の代表を示す．ここでは，上から順にデータ点数が大き

車運転支援 (交通事故の危険因子発見) とは表面上は異

いものから小さいもの，左から順にノイズ率が小さいも

なるが本質は共通する医療データ分析 (病状悪化の危険

のから大きいものを配置した．すなわち，左上ほど発見

因子発見) に，副テーマ 3 の提案手法を展開していく．

しやすく，右下ほど発見しにくい条件になっている．異
なる初期設定から得た結果 1，2，3 が同じならばまとめ
て記載し，異なるならば個別に記載した．提案手法が発
見した共非線形変数集合・代表が正解と一致している場
合は下線を引いた．
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Table 3. 評価実験において提案手法が発見した共非線形変数集合・代表．上から下にはデータ点数の降順に，左から
右にはノイズ率の昇順になるように結果を並べた．⋆ 付きの変数は提案手法が集合の代表と判定したもの．下線は正
解と一致した集合・代表を意味する.
データ点数 3000 (訓練 1000，検証 1000，試験 1000)
ノイズなし
従属関係

結果 1，2，3

ノイズの SD 1 [%]

ノイズの SD 5 [%]

ノイズの SD 10 [%]

結果 1，2，3

結果 1，2，3

結果 1，2，3

Line

{⋆x1 , ⋆x2 } , {⋆x3 }

{⋆x1 , ⋆x2 } , {⋆x3 }

{⋆x1 , ⋆x2 } , {⋆x3 }

{⋆x1 , ⋆x2 } , {⋆x3 }

Exp

{⋆x1 , x2 } , {⋆x3 }

{⋆x1 , x2 } , {⋆x3 }

{⋆x1 , x2 } , {⋆x3 }

{⋆x1 }, {⋆x2 }, {⋆x3 }

Parab

{⋆x1 , x2 } , {⋆x3 }

{⋆x1 , x2 } , {⋆x3 }

{⋆x1 , x2 } , {⋆x3 }

{⋆x1 , x2 } , {⋆x3 }

Cubic

{⋆x1 , x2 } , {⋆x3 }

{⋆x1 , x2 } , {⋆x3 }

{⋆x1 , x2 } , {⋆x3 }

{⋆x1 , x2 } , {⋆x3 }

Sine

{⋆x1 , x2 } , {⋆x3 }

{⋆x1 , x2 } , {⋆x3 }

{⋆x1 }, {⋆x2 }, {⋆x3 }

{⋆x1 }, {⋆x2 }, {⋆x3 }

データ点数 1500 (訓練 500，検証 500，試験 500)
ノイズなし
従属関係

結果 1，2，3

ノイズの SD 1 [%]

ノイズの SD 5 [%]

ノイズの SD 10 [%]

結果 1，2，3

結果 1，2，3

結果 1，2，3

Line

{⋆x1 , ⋆x2 } , {⋆x3 }

{⋆x1 , ⋆x2 } , {⋆x3 }

{⋆x1 , ⋆x2 } , {⋆x3 }

{⋆x1 , ⋆x2 } , {⋆x3 }

Exp

{⋆x1 , x2 } , {⋆x3 }

{⋆x1 , x2 } , {⋆x3 }

{⋆x1 , x2 } , {⋆x3 }

{⋆x1 }, {⋆x2 }, {⋆x3 }

Parab

{⋆x1 , x2 } , {⋆x3 }

{⋆x1 , x2 } , {⋆x3 }

{⋆x1 , x2 } , {⋆x3 }

Cubic

{⋆x1 , x2 } , {⋆x3 }

{⋆x1 , x2 } , {⋆x3 }

Sine

{⋆x1 , x2 } , {⋆x3 }

{⋆x1 , x2 } , {⋆x3 }

{⋆x1 , x2 } , {⋆x3 }
{⋆x1 }, {⋆x2 }, {⋆x3 }

{⋆x1 , x2 } , {⋆x3 }
{⋆x1 , x2 } , {⋆x3 }
{⋆x1 }, {⋆x2 }, {⋆x3 }

データ点数 300 (訓練 100，検証 100，試験 100)
ノイズなし
従属関係

結果 1，2，3

ノイズの SD 1 [%]

ノイズの SD 5 [%]

ノイズの SD 10 [%]

結果 1，2，3

結果 1，2，3

結果 1，2，3

Line

{⋆x1 , ⋆x2 } , {⋆x3 }

{⋆x1 , ⋆x2 } , {⋆x3 }

{⋆x1 , ⋆x2 } , {⋆x3 }

Exp

{⋆x1 , x2 } , {⋆x3 }

{⋆x1 , x2 } , {⋆x3 }

{⋆x1 , x2 } , {⋆x3 }

Parab

{⋆x1 , x2 } , {⋆x3 }

{⋆x1 , x2 } , {⋆x3 }

{⋆x1 , x2 } , {⋆x3 }

Cubic

{⋆x1 , x2 } , {⋆x3 }

{⋆x1 , x2 } , {⋆x3 }

{⋆x1 , x2 } , {⋆x3 }

Sine

{⋆x1 , x2 } , {⋆x3 }

{⋆x1 , x2 } , {⋆x3 }

{⋆x1 }, {⋆x2 }, {⋆x3 }

{⋆x1 , ⋆x2 } , {⋆x3 }
{⋆x1 }, {⋆x2 }, {⋆x3 }
{⋆x1 , x2 } , {⋆x3 }
{⋆x1 }, {⋆x2 }, {⋆x3 }
{⋆x1 }, {⋆x2 }, {⋆x3 }

データ点数 150 (訓練 50，検証 50，試験 50)
ノイズなし
従属関係

Line
Exp

結果 1，2，3

{⋆x1 , ⋆x2 } , {⋆x3 }
結果 1

ノイズの SD 1 [%]

ノイズの SD 5 [%]

ノイズの SD 10 [%]

結果 1，2，3

結果 1，2，3

結果 1，2，3

{⋆x1 , ⋆x2 } , {⋆x3 }
{⋆x1 , x2 , ⋆x3 }

{⋆x1 , ⋆x2 } , {⋆x3 }
{⋆x1 , x2 } , {⋆x3 }

{⋆x1 , ⋆x2 } , {⋆x3 }
{⋆x1 }, {⋆x2 }, {⋆x3 }

{⋆x1 , ⋆x2 , ⋆x3 }
結果 2

{⋆x1 , x2 , ⋆x3 }
結果 3

{⋆x1 , x2 } , {⋆x3 }
Parab

{⋆x1 , x2 } , {⋆x3 }

{⋆x1 , x2 } , {⋆x3 }

{⋆x1 , x2 } , {⋆x3 }

Cubic

{⋆x1 , x2 } , {⋆x3 }

{⋆x1 , x2 } , {⋆x3 }

{⋆x1 , x2 } , {⋆x3 }

{⋆x1 , x2 } , {⋆x3 }
結果 1

{⋆x1 , x2 ⋆ x3 }
結果 2，3

{⋆x1 , x2 } , {⋆x3 }
Sine

{⋆x1 , x2 } , {⋆x3 }

{⋆x1 , x2 } , {⋆x3 }
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{⋆x1 }, {⋆x2 }, {⋆x3 }

{⋆x1 }, {⋆x2 }, {⋆x3 }
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Detecting Risky Lane Changes Using Omnidirectional Camera Images
Masahiro ICHIKI*, Chiyomi MIYAJIMA**, Kazuya TAKEDA*

We investigate a method of detecting risky lane changes using omnidirectional camera images. An omnidirectional camera is
mounted on a vehicle to capture 360-degree panoramic images of the area surrounding the vehicle. Surrounding vehicles in the
panoramic images are detected using a deep-learning based object detection method. The sequence of the width, height, and the
center coordinate of the boundary box of the detected surrounding vehicles in eight areas of the panoramic image, their object
classes (cars, trucks, buses, or two-wheelers), and normalized reliability of the detection result are fed into a recurrent neural
network to identify the risky lane changes. A risky lane change detection experiment is conducted using driving data recorded on
expressways. We compare the detection accuracies for the images of the road ahead and omnidirectional camera images.
Experimental result shows that the risky lane change detection method using omnidirectional camera images achieved an F-score
of 0.771 while the F-score when using the images of the road ahead is 0.725.
Key words：omnidirectional camera image, lane change, object detection, recurrent neural network
キーワード：全方位映像，車線変更，物体検出，リカレントニューラルネットワーク．

全方位映像を用いた危険車線変更シーンの検出

市来 正裕，宮島 千代美，武田 一哉

1. はじめに

更危険度及び迷惑度の評価指標を提案している2)．こ

日本の交通事故統計によると，車線変更時に多く

の研究では，シミュレータを用いて車間距離などの

の事故が発生している[1]．このような車線変更にお

周辺環境情報を取得し，車線変更の危険度及び迷惑

ける事故の件数を減らすためには，車線変更時のデ

度を算出している.

ータを分析し，その原因を調査する必要がある．し

また，Wagner らは，モンテカルロシミュレーシ

かし，大量に収録された運転データから人手で危険

ョンを利用することで，車線変更時のリスクを評価

なシーンを探し出すのは時間とコストがかかる．そ

した3)．この研究では，衝突を回避するための行動に

のため，前方映像や周辺車両情報等を用いて車線変

かかる反応時間を表す Time to React (TTR) に基

更の危険度を推定する方法や危険な車線変更を検出

づいた評価を行っている．TTR を計算するには正確

する手法が提案されている2,3).

な位置情報が必要となり，Wagner らはシミュレー

竹本らは，周辺環境情報に基づく定量的な車線変

タを利用してこの問題を回避している.ただし，各時

_________________________________
*Graduate School of Informatics, Nagoya University, Nagoya, Japan, E-mail: kazuya.takeda@nagoya-u.jp, Phone: +81-52-789-3647
**School of Informatics, Daido University, Nagoya, Japan
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刻で最も衝突可能性の高い物体一つに対するリスク

れぞれ行った．

評価しかしておらず，衝突可能性の高い物体が同時
2.2 映像の収録

に複数存在する状況は考慮していない.
これらの研究の問題点として，主に前方など一方

実験車両には，表 1 に示す全方位カメラと前方映

向の情報しか使用していないことや，シミュレータ

像を撮影するカメラを搭載し，全方位映像と前方映

からではなく実環境から周辺車両の正確な位置情報

像を収録した．

を必要とすることが挙げられる．しかし，自車と周
Table 1 Recording conditions for images

辺車などの物体との正確な位置情報の取得は，実環

全方位映像

前方映像

撮影カメラ

Point Gray
Ladybug2

SONY CCD カメ
ラ
DXC-200A

カメラ設置位置

車両屋根上

運転席・助手席間

の危険度を推定し，危険な車線変更を検出する手法

解像度

縦 512×横 1024

縦 480×横 692

を提案する．提案手法では，全方位映像を利用する

フレームレート

15fps

29.4118fps

境下では困難である．また，危険運転の検出は前方
だけでなく，側方や後方など全方位の周辺車両情報
等を考慮する必要があると考えられる.
そこで本研究では，全方位映像を用いて車線変更

ことで全ての方向に存在する周辺車両の情報を考慮
することが可能となる.また，物体検出器により映像

Ladybug2 は，Point Grey Research 社が開発した

上の周辺車両を検出し，そのバウンディングボック

全方向の約 90% を撮影できるカメラである

スの情報を用いため，正確な周辺車両位置の情報は

の全方位カメラは，前方・右前方・左前方・右後方・

不要である．実走行データを用いた実験的評価によ

左後方・真上の 6 方向を撮影する 6 つのカメラから

5)．こ

構成されている．6 つのカメラから撮影された画像

り，全方位映像の利用が危険な車線変更の検出に有

を正距円筒図法 6)で 1 枚のパノラマ画像に変換して

効であることを明らかにする．

おり，画像の端になるほど歪みが生じる．図 1 に真

2. 全方位映像からの周辺車情報の抽出

上のカメラを除く 5 つのカメラから得られた画像の

本研究では，全方位カメラで撮影したパノラマ画

例を，図 2 にそれらを合成して得たパノラマ画像の

像に対して深層学習に基づく物体検出器を適用する

例を示す.

ことで周辺車両情報を取得する．しかし，パノラマ
画像では画像の端で歪みが生じるため，パノラマ画
像に対して物体検出を適用した場合に，画像の歪み
が検出精度に影響を与える可能性がある．そこで，
まず，パノラマ画像に対して周辺車を検出した場合

Fig. 1 Examples of images recorded using five
cameras in the omnidirectional camera

の物体検出精度について調査する.
2.1 車線変更データ
本研究では，提案手法の評価のため，愛知県内の
高速道路（東名高速道路，名古屋高速道路）におい
て 10 名のドライバから収集された車線変更データ
4)を用いて，危険車線変更の検出実験を行う．走行ル

ートは，東名高速道路名古屋 IC から名古屋高速道
Fig. 2 Example of a panoramic image generated
from six images of omnidirectional camera

路小牧 IC・四谷 IC を経由する環状ルート 2 周で，
各ドライバは平均合計約 45 回の左・右車線変更をそ
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類してしまった割合を表す．図 4 に全方位カメラの

2.3 周辺車両領域の検出
本研究では，画像中の周辺車両の情報を抽出する

5 つのカメラで撮影された画像それぞれに対して物

ため，物体検出手法のオープンソース YOLOv3 7) を

体検出を行った結果の例を示す．また，同じシーン

用 い る ． YOLOv3 は ， 深 層 学 習 の 一 種 で あ る

の全方位パノラマ画像の物体検出結果を図 5 に示す．

Convolutional Neural Network (CNN)に基づく物

なお，車線変更の危険度推定に関係しない，飛行機

体検出器で，画像中の物体の位置検出とクラス分類

や船といった車両以外の物体は検出対象外とした．

を同時に高速に処理する．図 3 に YOLOv3 による
物体検出の流れ図を示す．YOLOv3 は，入力された
静止画像中に存在する各物体を囲むバウンディング
ボックスと，物体の種類を表すクラス名，及びその
検出結果の信頼度を 0 から 1 の範囲で出力する．

Input

Output

Image

Fig. 4 Example of object detection result for
five independent camera images

- Boundary box of object
- Object class
- Reliability of detection

Object detection
Object classification
Deep learning (CNN)

Fig. 5 Example of object detection result for
panoramic image

YOLOv3

Fig. 3 Overview of YOLOv3
2.5 物体検出精度の評価結果
2.4 物体検出精度の評価方法

各カメラの画像とパノラマ画像に対する物体検出

全方位のパノラマ画像は，画像の端ほど大きな幾

精度の評価結果を図 6 に示す．各カメラの画像につ

何学的歪みが生じる．この歪みによって，全方位画

いて独立に物体検出を行った場合と，パノラマ画像

像における物体検出精度が，歪みのない画像よりも

に対して物体検出を行った場合について，正解率，

低くなる可能性がある．そこで，まず予備実験とし

未検出率，誤検出率いずれも有意な差はなく，結果

て，Ladybug2 の各カメラ（真上を除く）で撮影さ

の詳細を確認したところ，パノラマ画像において検

れた 5 枚の独立の画像と，それらを統合して生成さ

出に失敗した物体のうち，自車の行動に影響を及ぼ

れた全方位パノラマ画像における物体検出精度の違

すような距離に存在する物体は少なかった．パノラ

いについて調査する．それぞれの画像を YOLOv3

マ画像では，カメラ間の接合部における検出結果の
統合などの事後処理が不要であるため，以降の実験

に入力し，物体検出の結果を正解率，未検出率，誤
検出率の 3 つの指標で評価する．ここで正解率とは，

では，扱いやすさを考慮し，パノラマ画像を用いて
周辺車両の検出を行うこととした.

得られたバウンディングボックスが物体を正確に囲
んでいると目視で判断され，かつ物体のクラスが正

3. 危険度推定モデルの構築

しく分類された場合の割合を表す．未検出率は，物

ここでは，車線変更の危険度推定モデルの概要に

体が存在するにもかかわらず検出できなかった割合

ついて説明する．図 7 にモデルの全体図を示す．こ

を，誤検出率は物体を検出したが異なるクラスに分

のモデルは大きく分けて，物体検出部・特徴量抽出
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部・危険度推定部の 3 つに分けることができる．そ

に 8 分割する．そして，物体検出部で得られたバウ

れぞれについて順に説明する.

ンディングボックスの中点を元にして各物体がどの
エリアに属しているかを判断する．各エリアで最も
信頼度の高い物体を選択し，その物体のクラス名，
バウンディングボックスの中心座標・幅・高さ，検
出結果の信頼度を特徴量として抽出する．ただし，
物体が検出されなかったエリアについては，クラス
名無し，信頼度 1，ボックスの中心座標はそのエリ
アの中心，ボックスの幅と高さを 0 として扱った．
抽出したクラス名はワンホット符号に変換し，これ
らをまとめて特徴量として以降の実験で扱った.

Fig. 6 Accuracy of object detection for
five-independent and panoramic images

Fig. 8 Example of surrounding vehicle
detection result for a panoramic image

Fig. 7 LSTM-based risky lane change
detection system
3.1 物体検出部

Fig. 9 Eight separated areas surrounding
ego-vehicle

物体検出部では，物体検出器 YOLOv3 を用いて，
全方位映像から周辺車両の検出を行う．全方位カメ
ラから得られたパノラマ画像にたいして物体検出を

3.3 危険度推定部

行った結果の例を図 8 に示す．自車周辺に存在する

ここでは，危険度推定部について述べる．車線変

乗用車やトラックといった物体を検出できているこ

更の危険度推定には，時系列の情報が重要であると

とがわかる．今回の実験では，高速道路上での車線

考え，時系列を考慮できるニューラルネットワーク

変更を対象としているため，検出する物体は，乗用

である Recurrent Neural Network (RNN) の一つ

車・バス・トラック・バイクの 4 種類とした．また，

である Long Short Term Memory (LSTM)

8)

を利

パノラマ画像中の自車車体の領域上に検出されたバ

用した．LSTM とは，RNN に入力ゲート，忘却ゲ

ウンディングボックスの物体は事後的に除外した．

ート，出力ゲートと呼ばれる 3 つのゲートを追加す
ることで短期的な記憶だけでなく，長期的な記憶の

3.2 特徴抽出部

保存も可能としたものである．最初のステップでは，

特徴量抽出部では，まず，自車周辺を図 9 のよう

過去に得られた特徴ベクトルの要素のうち不要なも
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のがあるかを判定する．そして次のステップで，新

れる．そこで今回は，危険度を四捨五入した結果が 0

しく得られた特徴ベクトルの各要素から保存するも

（安全）か，1 以上（危険）かを 2 分類するモデル

のがどれかを判定する．最後のステップで，その時

を構築した．安全データは 288 シーン，危険データ

刻の出力値を判定する.

は数 86 シーンとなる.

LSTM には特徴抽出部で獲得した特徴量を時系

350

列データとして入力する．なお，入力される特徴量

327

は 0 から 1 の範囲で正規化されており，教師デー

305

290

300

シーン数

250

タとして与える出力は車線変更の危険度である.

150

危険度0
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4. 評価実験
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4.1 実験条件
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Fig. 10 Distribution of subjective risk scores of

実験には先述した車線変更データを用いた．車線

lane changes for four subjects

変更シーンは，車線変更の開始時と終了時の中点の
前 10 秒と後の 5 秒の合計 15 秒とした．画像の
フレームレートが 15fps であるため，各車線変更シ
ーンは 225 フレームに相当する．収録された車線変
更の中で，全方位映像と前方カメラ映像の同期が取
れた 374 シーン（右車線変更 194 シーン，左車線変
更 180 シーン）を実験に用いた．うち 300 シーンを
RNN の学習用データ，74 シーンを評価用データと
した．
4.2 危険度の評価

Fig. 11 Distribution of average risk scores

本実験では，人による主観評価結果を各車線変更
危険度の ground-truth とした．主観評価実験には，

4.3 比較手法

4 名の被験者が参加した．被験者は普通運転免許を

全方位映像を用いた手法の比較対象として，前方

しょゆうする 20 代の男性で，運転頻度は年 1, 2 回

映像のみを用いた実験を行った．前方画像から物体

程度から月 1, 2 回程度である．各被験者に車線変更

検出した例を図 12 に示す．全方位映像と前方映像

シーンの全方位のパノラマ映像を目視で確認しても

それぞれを用いた実験結果を比較することにより，

らい，その危険度を 0 から 4 の 5 段階で評価しても

前方以外の情報が車線変更の危険度推定に有効であ

らった．ただし，0 が最も安全で 4 が最も危険であ

ることを明らかにする．ここでは，前方映像の撮影

る．各被験者の主観評価結果を図 10 に示す．被験

範囲は全方位映像の撮影範囲の前方向 1 エリアに

者全員の危険度の平均値をとり，本実験での危険度

相当すると考え，前方映像の各フレームにおける物

の ground-truth として用いた．また，危険度の分布

体検出結果の内，最も信頼度の高い物体情報のみを

を調べるため，4 名の被験者の危険評価値の平均値

抽出した．また，全方位映像とフレームレートを一

を四捨五入した評価値の分布を図 11 に示す．図よ

致させるため，前方映像を 29.4118fps から 15fps

り，安全側に分布の大きな偏りが見られ，0～4 の各

にダウンサンプリングした．

危険度を独立のクラスとして分類する LSTM を学
4.4 危険車線変更検出実験

習した場合，データ数が相対的に少ない高い危険度

本実験で用いるデータは，危険データの数が安全

のデータの特徴を十分に学習できないことが予想さ
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データの数に比べて少なく，2 クラスのデータ数に

のみでなく，側方や後方の情報も重要であることが

偏りが見られる．そこでモデルの評価指標として，

示された．

データの偏りを考慮できる F 値 9)を用いる．F 値は，

5. まとめ

表 2 の混同行列に示される指標を用いて，まず，式

本研究では，全方位映像を用いて車線変更シーン

(1) の 適 合 率 (Precision) と ， 式 (2) の 再 現 率

の危険度推定を行った．YOLOv3 を用いて全方位お

(Recall) を計算し，それらから式 (3) で計算できる．

パノラマ画像から周辺車を検出し，検出結果から得
られた特徴量を，時系列の情報を考慮できる LSTM
に入力し危険度推定を行った．結果として，全方位

Table 2 Confusion matrix of classification

映像を用いた場合の方が前方映像を用いた場合より

Prediction

Ground
truth

Positive
Negative

Positive

Negative

True positive
(TP)
False positive
(FP)

False negative
(FN)
True negative
(TN)

高い危険シーン検出精度を示し，前方以外の情報も
危険度推定に有効であることが示唆された.
今後は，全方位お特徴全てを使用するのでなく，
例えば車線変更の左右方向に応じて重要となるエリ
アを選択的に用いといった方法や，YOLOv3 の中間
層の出力を特徴とした検出方法等について検討する

Precisoin
Recall
Fscore

TP
TP FP

必要があると考える．

1

TP
TP FN

2

TP
TP FN

3
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Cooperative Tracking of Moving Objects with Multiple Sensor Nodes
Masafumi HASHIMOTO*, and Kazuhiko TAKAHASHI **
This report presents laser-based tracking of moving objects by a group of mobile robots (mobile sensor nodes) located near one
another. Each node detects moving objects such as people, cars, and bicycles in its own laser-scanned images using a binarized
occupancy-grid-based method. It then sends laser measurements related to the detected moving objects to a central server. The central
server estimates pose (position and velocity) and size of the moving objects via the Kalman ﬁlter based on the received
measurements; it then feeds that information back to the sensor nodes. Rule-based and global-nearest-neighbor-based data
associations are applied for matching of tracked objects and laser measurements in multitarget environments. In this cooperative
tracking method, the sensor nodes can always track invisible or partially invisible objects. The experimental results using single-layer
LS and 32-layer LS validate our tracking method.
Key words: moving-object recognition, multi-sensor node, laser scanner (lidar), Bayesian filter, Sensor fusion, ITS
キーワード：移動物体認識，センサノード，レーザスキャナ（ライダー），ベイズフィルタ，センサ情報統合，ITS

複数センサノードによる協調移動物体追跡
橋 本 雅 文， 高 橋 和 彦
と大きさを推定する問題は，状態推定の分野におい
１．緒

論

て Extended object tracking 問題として，近年，多く
提案されている 12)13)．

移動ロボットやビークル自らが周囲環境をセンサ
により観測し，移動物体を認識してそれを追跡（位

さて，複数のロボットが近傍に位置する場合，他

置や速度を推定）するセンシングシステムは，衝突

のロボットの移動物体追跡情報を通信系を介して共

防止システムなどを実現する上で不可欠であり，こ

有することで，移動物体が 1 台のロボット上のセン

れまでロボティクスや ITS の分野において，ビジョ

サの視野外や死角に存在しても他のロボットから観
測できることから移動物体追跡の精度や信頼性を高

ンやレーザスキャナ(LS)，ミリ波レーダを用いた方

めることができる 14)15)．

式が提案されている 1)～8)．
筆者らも移動物体追跡法として，移動ロボットや

複数のロボットの追跡情報の共有による協調追跡

自動車に搭載した LS により歩行者を検出し，その

システムは，ITS 分野において重要な基礎技術のひ

位置と速度（以後，これらをまとめて姿勢と称する）

とつである．例えば Fig. 1 に示すように，自動車や

を推定する方法を提案してきた 9)～11)24)．しかし，そ

二輪車，パーソナルモビリティが走行する市街地環

こでは，追跡対象として歩行者，すなわち人物のみ

境において，自車とともに周辺車両のセンサ情報を

を想定し，それを質点として取り扱っていた．

各車両で共有することで，1 台の車両が直接，観測
できない歩行者や自動車でも他車から認識できれば，

市街地などの屋外環境では移動物体は歩行者だけ
でなく二輪車や自動車など，多様な大きさの物体が

それらの運動が予測できることから，市街地の雑踏

存在する．それらを追跡するには移動物体を大きさ

環境における歩行者の急な飛び出しや自動車の急な

を持つ剛体として取り扱い，移動物体の姿勢ととも

割込みにも迅速に対応可能な安全運転支援システム

に大きさを推定することが必要となる．物体の姿勢

の構築が可能となる．

*

Department of Intelligent Information Engineering and Sciences, Doshisha University, Kyoto
Telephone/Fax: +81-774-65-6410, E-mail: mhashimo@mail.doshisha.ac.jp
**
Department of Information Systems Design, Doshisha University, Kyoto
Telephone/Fax: +81-774-65-6434, E-mail: katakaha@mail.doshisha.ac.jp
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Fig. 1 Example of the cooperative tracking in ITS
このような観点から，筆者らは既に LS を搭載し
た複数のロボット（センサノード）のセンサ情報を

Fig. 2 Overview of the mobile robot system

共有して歩行者を信頼性高く追跡する協調追跡シス
テムを提案してきた 16)～19) ．

情報をもとにカルマンフィルタにより自己姿勢推

本報告では，筆者らがこれまで行ってきた LS に

定を行う 18)19)．LS 情報，GPS 情報のサンプリング

よる歩行者追跡法，複数のセンサノードによる歩行

周期はともに 0.1s である．

者の協調追跡法を自動車や二輪車等の剛体に対する

各ロボットは無線 LAN によりサーバと通信が可

協調追跡に拡張し，移動物体の大きさと姿勢を推定

能で，通信形態は各ロボットが情報をサーバに送る

する手法を提案する．そして，２台のセンサノード

集中型ネットワークを用いている．

により自動車，二輪車，歩行者を追跡する実験を行
い，追跡性能を調べる．

３．追跡システムの構成

なお，これまで多くの移動物体追跡法が提案され

Fig. 3 に示すように，各ロボットは LS により環境

ているものの，そのほとんどは 1 台のロボット上で

をセンシングし，セル占有時間に基づく占有グリッ

観測されたセンサ情報に基づく単独追跡法であり，

ド法 9)10)により移動物体を検出する．そして，移動物

また，これまで提案されている幾つかの複数センサ

体に関するレーザ観測値情報をサーバに送信する．

ノードに基づく協調追跡法のほとんどは，追跡対象

サーバは各ロボットから送信されてきた移動物体

として質点とみなせる人物のみを取り扱っている．

に関するレーザ観測値をグループする．そして，次

それらに対し，本報告では剛体に対する協調追跡

章で述べる手法により移動物体を追跡（大きさと位

を取り扱う．本報告では姿勢推定と大きさ推定をま

置，速度の推定）する．その後，サーバは推定した

とめて追跡と称する．また，センサノードをロボッ

追跡情報を各ロボットに返信する．

トと称する．
２．実験システムの構成
Fig. 2 にロボットの外観を示す．ロボットは内界
センサとして車輪エンコーダ，光ファイバージャイ
ロを搭載している．外界センサとして車体前部にシ
ングルレイヤの LS（SICK 社製 LMS100）を搭載し
ている．LS により視野角 270°，距離 20m 内の物
体距離を Time-of- flight 法により計測する．
また，ロボットは RTK-GPS（NovAtel 社製 GPS702-CG）を搭載しており，GPS 情報と内界センサ

Fig. 3 System overview of cooperative tracking
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て，一定速度モデルに基づくカルマンフィルタによ
り移動物体の姿勢（位置・速度 ( x, y, x, y ) ）を推定す
る 17)19)．なお，外乱の影響による誤追跡を軽減する
ために追跡管理法 19)を導入する．
さて，移動物体観測値より移動物体の大きさ
( Wmeas ， Lmeas )を算出するには，追跡物体の機首方
向を知る必要がある．そこで，Fig. 4に示すように，
移動物体観測値よりSplit and Merge法20)を用いて線
群を抽出し，その線の傾きから移動物体の機首方向
を定めて大きさを算出する．
Fig. 4 Size estimate. Red circles indicate movingobject measurements. Green lines indicate extracted lines
based on these measurements. Blue rectangle indicates
the estimate rectangle, and blue circle indicates the
centroid of the rectangle.

4.2 データアソシエーション
複数の移動物体が存在する実環境では複数の移動
物体観測点群が存在する．このような状況において
移動物体を正確に追跡するためには，複数の追跡物

なお，移動物体検出に用いる占有格子地図は地上

体と移動物体観測点をうまく対応づけるデータアソ

固定座標系で表現し，ロボットの車体座標系で得ら

シエーションが必要である．データアソシエーショ

れるレーザ観測値の占有格子地図へのマッピングは，
地上固定座標系で得られるロボットの自己姿勢推定

ンのため，グループ化された複数の移動物体観測点
の代表点として，移動物体観測代表点を定義する．

値をもとに行う．

いま，Fig. 5 に一例を示すように，ロボットは前
時刻において自動車と人物 1 を追跡しており，現時

４．移動物体追跡法

刻においてそれらの観測値とともに新たに人物 2 の
観測値が得られた場合を考える．Fig. 5 の状況にお

4.1 大きさ・姿勢推定

ける追跡物体(T1，T2)と移動物体観測点群(Group #1

追跡物体（追跡中の移動物体）と対応するグルー

～#4)，移動物体観測代表点(M1～M4)を記した図を

プ化された移動物体観測値（移動物体グループ）が

Fig. 6 に示す．追跡物体 T1，T2 はそれぞれ，自動車

得られた場合に追跡物体の大きさを算出する方法を

と人物 1 に対応し，移動物体観測代表点 M1 と M2

述べる．追跡物体の形状は長方形（幅 W，長さ L）

は自動車に，M3，M4 はそれぞれ，人物 1，2 に対

で表現する．

応する．

Fig. 4 に示すように，追跡物体の機首方向を y 軸と

データアソシエーションでは，前時刻に推定した

する xv y v 座標系を定義し，各軸に対する観測値の最

追跡物体 T1，T2 の姿勢からカルマンフィルタによ

大値と最小値の差より現時刻における追跡物体の幅

り現時刻の追跡物体の位置を予測する．そして，Fig.

Wmeas ，長さ Lmeas を算出する．そして，追跡物体の大

6 に示すように，その予測位置まわりに長方形の有

きさ（幅 W と長さ L）を次式で推定する 12)．

Wk  Wk 1  G(Wmeas  Wk 1 )

Lk  Lk 1  G( Lmeas  Lk 1 )

効領域を設け，有効領域が重複する追跡物体をひと
つのクラスタにまとめる．Fig. 6 では，T1 と T2 の
(1)

有効領域が一部，重複していることから，それらの
追跡物体をひとつのクラスタにまとめる．Table 1 に
クラスタ内の追跡物体と移動物体観測代表点との関

ただし，k，k  1 は時間ステップ，G はゲインである．

係を示す．

式(1)で推定される幅 W，長さ L の長方形の重心を
物体代表点とし，その物体代表点の位置情報を用い
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Fig. 6 の例では追跡物体 T2 が人物と判断されると，
観測値代表点 M3 と M4 のうちユークリッド距離が小さ
い M3 が T2 と対応付けられる．次に，追跡物体 T1 は
車両であると判断されると，観測値代表点 M1 と M2 の
両方が対応付けられる．各追跡物体との対応付けを行
った結果，M4 と対応付けられる追跡物体はないため，
M4 を新規追跡物体と考え，追跡を開始する．
５．基礎実験

Fig. 5 Moving-object measurements obtained using
two robots objects
5.1 追跡実験

Fig. 7(a)に示す環境において，2 台のロボットによ
り歩行者 2 人(人物 1, 2)，自動車 1 台(ビークル 3)，
二輪車 1 台 (ビークル 4)を追跡する．Fig. 8(a)にこれ
ら移動物体の移動経路を示す．ロボットは約 0.8m/s，
歩行者は約 1.5m/s，二輪車は約 5.5m/s，自動車は約
4.5m/s で移動している．
Fig. 6 Data association. Black and red circles indicate
tracked and moving-object measurements, respectively.
Light blue triangles indicate representative points of
moving-object measurements. VG stands for validation
region.
Table 1 Relationships of tracked objects and measurements

Measurement

M1
M2
M3
M4

Tracked object
T1
T2
✓
✓
✓
✓

(a) Photo of the experimental environment

Table 1 の状況と以下のルールを考慮してデータ
アソシエーションを行う．
(a) 人物の場合：1 つの追跡物体に対して 1 つの観測
値代表点のみを対応付ける．
(b) 車両(自動車，二輪車)の場合：Fig. 6 に示すように 1
台の車両から複数の観測値代表点が得られる場合
(b) Tracking result

があるため，有効領域内の全ての観測値代表点を

Fig. 7 Moving-object tracking experiment. In (b), black
rectangles indicate the estimated size of moving objects.
Green and blue rectangles indicate the validation regions
of vehicles and people, respectively. Blue bars indicate
the estimated moving direction. Red and blue points
indicate laser images taken by robots #1 and #2,
respectively.

車両からの観測値として対応付けを行う．
なお，追跡物体が人物か車両の判別は，大きさ推定
により得られた幅，長さのいずれかが 0.8m 以上の追跡
物体を車両，0.8m 未満を人物とする．また，データアソ
シエーションは人物，車両の順に行う．
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(a) Cooperative tracking
(a) Movement path of moving objects

(b) Individual tracking of robot #2
Fig. 9 Estimated size of vehicle #3 (automobile). Red
and black lines indicate the estimated length and width,
respectively of the vehicle; two dashed lines indicate the
true length and width.

(b) Track of moving objects estimated by the cooperative
tracking

結果では，歩行者，二輪車，自動車の全てが追跡で
きる．
自動車(ビークル 3)に対する大きさ推定の結果を
Fig. 9 に示す．(a)は協調追跡の結果を，(b)はロボッ
ト 2 による単独追跡の結果である．図から協調追跡
では単独追跡に比べて，自動車の大きさが実際の大
きさに近い値に推定できているのがわかる．

(c) Track of moving objects estimated by the individual
tracking of robot #2

5.2 移動物体の識別評価実験

Fig. 8 Path of moving objects and their estimated
tracks (pose)

Zhao らは文献 21)において，Fig. 10 に示す交差点環
境 に 複 数 台 の シ ン グ ル レ イ ヤ の LS(SICK 社 製

Fig. 7(b) に時刻 16s における追跡結果を，Fig. 8(b)，

LMS200)を設置し，交差点内の移動物体に対する観

(c)に 30s 間推定した移動物体の走行軌跡(推定位置)

測データ（データセット）を取得して協調追跡実験

を示す．Fig. 8 (b)は協調追跡の結果を，(c)はロボッ

を行っている．そこで，２台の LS に対するデータ

ト 2 による単独追跡の結果を示している．ロボット

セットを用いて，
大きさ推定の性能を評価するため，

2 の LS の最大測定距離が 20 m であることからロボ

実験時間(108s 間)での移動物体の識別結果を評価す

ット 2 から 20m 以上離れている移動物体は追跡でき

る．評価は移動物体がセンサの視野外に出たとき，

ず Fig. 8(c)の結果となる．他方，Fig. 8 (b)の協調追跡

すなわち追跡終了時に歩行者は歩行者と，二輪車や
自動車は車両として正しく判別できたか否かで判断
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した．協調追跡による認識結果を Table 2 に，LS 1

６．移動物体追跡手法のマルチレイヤ LS への適用

の単独追跡による認識結果を Table 3 に示す．表中の
Actual state（歩行者，二輪車，自動車）はカメラ映

前章まではシングルレイヤ LS を用いた移動物体

像から確認し，Result of classiﬁcation は大きさ推定に

追跡法について示した．本章ではその手法をマルチ
レイヤ LS（32 レイヤ LS）に適用する．

より判定した結果で，黄色の網掛けの部分が正しい
判別となる．なお，untrack は追跡できなかった移動

6.1 実験システムの構成

物体を意味する．表中の数字は人数，台数である．

Fig. 11 に示すように，ロボットは車両上部に 32

Table 2，3 から協調追跡による移動物体の識別成

レ イ ヤ の レ ー ザ ス キ ャ ナ (MLS) （ Velodyne 社

功率は 84.1 % (53/63)，LS 1 の単独追跡による識別成

HDL-32E）を搭載している．MLS の最大測距レン

功率は 65.1 % (41/63)であり，単独追跡に比べて協調

ジは 100m，
水平視野角は 360°，
垂直視野角は-36.67

追跡の識別成功率が向上しているのが確認できた．

～+10.67°である．

なお，協調追跡による移動物体の識別成功率に関

また，ロボットは RTK-GPS（NovAtel 社製 GPS-

して，筆者らの提案手法では 84.1 % (53/63)であるの

702-CG）を搭載しており，GPS 情報と内界センサ

に対し，本実験で用いたデータセットを用いて Zhao
らの手法

21)

（車輪エンコーダ）情報をもとに自己姿勢推定を行

による認識成功率を求めたところ

う．MLS 情報，GPS 情報のサンプリング周期はと

74.6 % (47/63)であった 22)．

もに 0.1s である．
6.2 移動物体検出
Fig. 12(a)の環境において MLS により得られたレ
ーザ観測値を Fig. 12(b)に示す．ここに示すように，
MLS では周辺環境の高さ情報も得られることから，
MLS に対しては占有格子地図の各セルに高さ情報
を保有したエレベーションマップ 23)を用いて移動物
体検出を行う．
各ロボットにおいて，レーザ観測値が得られると

Fig. 10 Moving-object tracking experiment.

高さ情報を用いて路面や建物に属すると考えられる
観測値を除去する．そして，シングルレイヤ LS と

Table 2 Result of classification by cooperative tracking

同様のセル占有時間に基づく占有グリッド法により

Result of classification

Actual
state

Person
Bicycl
e
Car

Person
2

Vehicle
0

Untrack
2

5

18

0

0

33

3

移動物体を検出する．Fig. 12(b)のレーザ観測値に対

Table 3 Result of classification by individual tracking
of LS #1
Result of classification

Actual
state

Person
Bicycl
e
Car

Person
2

Vehicle
0

Untrack
2

12

8

3

0

31

5

Fig. 11 Overview of the robot system
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する移動物体検出の結果を Fig. 13 に示す．

6.3 追跡実験

なお，移動物体に対する追跡は前章までと同様な

Fig. 14(a)に示す環境において，静止する2 台のロ

手法を用いる．

ボットにより約1.5m/sの速度で移動する３人の歩行
者を追跡する．Fig. 15(a) に歩行者の移動経路を示す．
Fig. 14(b)に時刻21.7sにおける協調追跡の結果を，
Fig. 15(b)，(c)に41s間推定した歩行者の走行軌跡(推
定位置)を示す．Fig. 15(b)は協調追跡の結果を，(c)
はロボット1による単独追跡の結果を示す．
また，Fig. 16(a) に示す環境において2台のロボッ

(a) Photo of environment

トにより約4.2m/sの速度で走行する自動車と二輪車
（Fig. 17(a)）を追跡した結果をFig. 16(b)，Fig. 17(b)
に，ロボット1による単独追跡の結果をFig. 17(c)に示
す．
Fig. 15(c)，Fig. 17(c)に示すように，１台のロボッ
トでは建物により死角が生じて，移動物体が一部，
追跡できていないが，協調追跡では死角が減少して
移動物体を長時間追跡できている．
７．結

論

本報告では，レーザスキャナ(LS)を搭載した複数

(b) Laser scanned image

の移動ロボット（センサノード）により歩行者や自
動車等の移動物体を協調して追跡するセンシング手

Fig. 12 Laser image captured by MLS. In (b), the pink
cuboid indicates a robot equipped with MLS. Three
different color lines indicate laser measurements in
different layers: low 10 layers (blue), middle 12 layers
(green), and high 10 layers (red).

法を提案した．主な結果を以下に示す．
(1) 各ロボットで検出した移動物体に関する観測値
情報をサーバに送信し，サーバで移動物体の大
きさと姿勢を推定する集中型協調追跡法を提案
した．
(2) 大きさ推定により得られる追跡物体の大きさを
もとに人物と車両とを分類したのち，移動物体
と観測値とのデータアソシエーションを行い，
カルマンフィルタにより移動物体を追跡する方
法を示した．
(3) シングルレイヤ LS，32 レイヤ LS を搭載したロ
ボットを用いて移動物体（歩行者，二輪車，自動
車）を追跡する実験を行い，提案手法の基本的な
有効性を示した．
本報告で提案した集中型協調追跡法はサーバや通

Fig. 13 Elevation map. Red and light blue indicates
moving and static objects, respectively, which are
detected by our algorithm of moving-object detection.

信系の故障に脆弱であるとともに，ロボットの台数
が増えるにつれて，通信量やサーバでの計算負荷が
大きくなる．そこで，システムの耐故障性や実時間
性を確保するため，サーバとロボットとの情報処理
分散の最適化などが今後の課題として挙げられる．
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(a) Photo of the experimental environment

(a) Photo of the experimental environment

(b) Tracking result

(b) Tracking result

Fig. 14 Pedestrian tracking experiment. In (b), blue
cuboids indicate the estimated size of pedestrians. Blue
bars indicate the estimated moving direction.

Fig. 16 Vehicle tracking experiment. In (b), blue
cuboids indicate the estimated size of vehicles. Blue bars
indicate the estimated moving direction.

(a) Movement path of pedestrians

(a) Movement path of vehicles

(b) Pedestrian track estimated by the cooperative tracking

(b) Vehicle track estimated by the cooperative tracking

(c) Pedestrian track estimated by the individual tracking
of robot #1

(c) Vehicle track estimated by the individual tracking of
robot #1

Fig. 15 Pedestrian path and the estimated track (pose)

Fig. 17 Vehicle path and the estimated track (pose)
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Smart measurement and control for robotic systems
based on computational intelligence
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In this paper, a method of solving algebraic Riccati matrix equations using a Hopﬁeld–type neural network is
discussed. An energy function, which is deﬁned using the algebraic Riccati matrix equation and a penalty function of
incorporating the positive deﬁnite constraint of the solution, is minimized by the neural network, and the converged
neuron states provide the solution. Computational experiments of controlling an automotive vehicle robot conﬁrm the
eﬀectiveness of the proposed method.
Key words ： computational intelligence, neural network, intelligent control systems, robot
キーワード ： コンピューテーショナル・インテリジェンス, ニューラルネットワーク, 知能制御システム, ロボット

コンピューテーショナル・インテリジェンスによる
自律型ロボットシステムのスマートセンシング・制御
高橋 和彦

1

はじめに

合型ニューラルネットワークの最適化能力を用いる手法
について検討し，その精度について評価した．また，相

本研究課題では，インテリジェントビークルなどの自

互結合型ニューラルネットワークによって得られた代数

律型ロボットシステムにおいて，周囲環境やシステムと

リカッチ方程式の解を用いて求めたフィードバックゲイ

インタラクションを行う人物などをセンシングして得ら

ンによる動的システムの最適制御の有効性について，数

れる様々な高次元情報に対して，ニューラルネットワー

値実験によって検討した．

クに代表されるコンピューテーショナル・インテリジェ
ンスを応用した情報処理技術を用いることにより，多様
な状況に適応・学習することが可能な知能制御システム

2

を構築するための基礎・基盤技術を確立することを目的
としている．

相互結合型ニューラルネットワークによる代数リ
カッチ方程式の解法

2.1

2014 年度においては，ニューラルネットワークを用

最適制御問題

制御対象として連続時間線形定常システム

いた適応・学習制御システムの設計問題として，二次形
式評価関数を有する線形定常システムの最適制御問題に

ẋ(t) = Ax(t) + Bu(t)

おいて表れる代数リカッチ行列方程式の解法に，相互結

* Information Systems Design, Faculty of Science and Engineering, Doshisha University, Kyoto
Telephone : +81-774-65-6434, E-mail : katakaha@mail.doshisha.ac.jp
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(1)

を考える．ここで，x(t) ∈ Rn は状態変数ベクトル，

ニューラルネットワークの状態ベクトルを ξ とすると，

行列，B ∈ R

斜系として次式により定義される．

u(t) ∈ R

m

は入力ベクトル，A ∈ R
n×m

n×n

そのダイナミクスはエネルギー関数 E(ξ, α) に対する傾

はシステム

は制御行列である．システムが可制

可観測であるとき，二次形式評価関数
∫ ∞
}
{ T
I=
x (t)Qx(t) + uT (t)Hu(t) dt

ξ̇(t) = −µ∇ξ E(ξ(t), α)

(2)

(7)

0

を最小化する状態フィードバック制御入力は

ここで，µ = diag(τi−1 ) は学習係数行列である．

1
u(t) = − H −1 B T Gx(t)
2

(3)
3

により与えられることが知られている．ここで，Q ∈

Rn×n ，H ∈ Rm×m は正定対称行列，G ∈ Rn×n は代

制御対象として，水平面内で一定速度 v で走行する

数リカッチ行列方程式

ビークル 2) を考える．ビークルが直線経路を走行し，急

1
AT G + GA − GBH −1 B T G + 2Q = 0
2

なステアリング操作がない範囲で運動するものとして

(4)

O − XY 座標系におけるビークルの走行運動モデルを考

の正定対称な解である．

2.2

数値実験

えると，その運動方程式は 3)

ニューラルネットワークによる解法

相互結合型ニューラルネットワークとして，ホップ

M ÿ(t) +

フィールド型のニューラルネットワークを使用する．ホッ
プフィールド型のニューラルネットワークの学習は，定

2(Lf cf − Lr cr )
2(cf + cr )
ẏ(t) +
θ̇(t)
v
v
−2(cf + cr )θ(t) = 2cf δ(t)
(8)

義されたエネルギー関数に対して疑似傾斜系を構成する
ことによって行われ，エネルギー関数が最小化される．

2(L2f cf + L2r cr )
2(Lf cf − Lr cr )
ẏ(t) + J θ̈(t) +
θ̇(t)
v
v
−2(Lf cf − Lr cr )θ(t) = 2Lf cf δ(t)
(9)

この最適化能力を応用して代数リカッチ行列方程式の解
を求める．行列 G の上三角成分を要素とするベクトル
をξ∈R

n(n+1)
2

と定義して式 (4) の左辺をまとめてその

ここで，y(t) はビークルの重心の横位置，θ(t) は X 軸

(i, j) 成分を ψij (ξ)（i, j = 1, 2, · · · , n）と表す．このと

き，全ての i，j に対して ψij (ξ) = 0 を満たす ξ が，代

とビークルがなすヨー角，δ(t) は前輪のステアリング

数リカッチ行列方程式の解である．従って，ニューラル
n ∑
n
∑
2
ネットワークは，エネルギー関数
ψij
(ξ) を最小化

角，M は車体の質量，cf ，cr は前後輪のコーナリン

∗

グパワー，J はヨーイング角慣性モーメント，L は前
後輪のベース長である．状態変数ベクトルを x(t) =

i=1 j=i

すればよいが，G の正定性の条件から，G の第 i 先頭主

[ y(t) θ(t)

座小行列式を φi (ξ) とすると，不等式拘束条件 φ(ξ) > 0

システム行列 A は 4 × 4 行列であり，a11 = a12 = a14 =

件付きの最適化問題を制約条件無しの最適化問題に変換

a21 = a22 = a23 = a31 = a41 = 0，a13 = a24 = 1，

するためペナルティ法 1) を使用し，最小化するエネル

2(cf +cr )
−2(cf +cr )
−2(Lf cf −Lr cr )
，a33 =
，a34 =
，
M
Mv
Mv
2(Lf cf +Lr cr )
−2(Lf cf −Lr cr )
a42 =
，a43 =
，a44 =
J
Jv
−2(L2f cf +L2r cr )
，制御行列 B は 4 × 1 行列であり，b1 =
Jv
2cf
2L c
b2 = 0，b3 = M ，b4 = Jf f である．

a32 =

ギー関数を次式により定義する．
n

n

n

1 ∑∑ 2
α∑
ψij (ξ) +
Pi [φi (ξ)]
2 i=1 j=i
2 i=1

(5)

ここで，α � 0 はペナルティ係数，関数 Pi はペナルティ

式 (4) の 代 数 リ カッチ 行 列 方 程 式 を 解 く た め ，

関数である．様々なタイプのペナルティ関数を用いるこ
とができるが，例えば以下の関数を使用する．
{
0
(x ≥ 0)
Pi (x) =
2
{min(0, x)} (x < 0)

θ̇(t) ]T ，δ(t) を制御入力 u(t) と選

び運動方程式を状態方程式表示すると，式 (1) における

（i = 1, 2, · · · , n）を考慮する必要がある．不等式拘束条

E(ξ, α) =

ẏ(t)

ニューラルネットワークのユニットの状態変数を ξ =

[ g11

g12

g13

g14

g22

g23

g24

g33

g34

g44 ]T

とすると，制約条件 φi は G が 4 次の正方行列である

(6)

ことから，次式のエネルギー関数を定義することがで
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きる．

E(ξ, α) =

1
2

[{

−

1
(b3 ξ3 + b4 ξ4 )2 + 2q11
2h

より得られた代数リカッチ行列方程式の解は

2.459528
0.577600
0.270507 −0.202674

 0.577600
3.977375
0.139925 −0.070456

 0.270507
0.139924
0.199556 −0.149347

−0.202674 −0.070456 −0.149347
0.135941

}2

}2
{
(b3 ξ6 + b4 ξ7 )(b3 ξ3 + b4 ξ4 )
+ a32 ξ3 + a42 ξ4 −
2h
}2
{
(b3 ξ8 + b4 ξ9 )(b3 ξ3 + b4 ξ4 )
+ ξ1
+ a33 ξ3 + a43 ξ4 −
2h
}2
{
(b3 ξ9 + b4 ξ10 )(b3 ξ3 + b4 ξ4 )
+ ξ2
+ a34 ξ3 + a44 ξ4 −
2h
}2
{
(b3 ξ6 + b4 ξ7 )2
+ 2q22
+ 2a32 ξ6 + 2a42 ξ7 −
2h
{
1
+ a32 ξ8 + a33 ξ6 + a42 ξ9 + a43 ξ7 + ξ2
h
}2
(b3 ξ8 + b4 ξ9 )(b3 ξ6 + b4 ξ7 )
−
2h
{
1
+ a32 ξ9 + a34 ξ6 + a42 ξ10 + a44 ξ7 + ξ5
h
}2
(b3 ξ9 + b4 ξ10 )(b3 ξ6 + b4 ξ7 )
−
2h
}2
{
(b3 ξ8 + b4 ξ9 )2
+ 2q33
+ 2a33 ξ8 + 2a43 ξ9 + 2ξ3 −
2h
{
1
+ a33 ξ9 + a34 ξ8 + a43 ξ10 + a44 ξ9 + ξ4 + ξ6
h
}2
(b3 ξ9 + b4 ξ10 )(b3 ξ8 + b4 ξ9 )
−
2h
{
1
+ 2a34 ξ9 + 2a44 ξ10 + 2ξ7
h
}2 ]
(b3 ξ9 + b4 ξ10 )2
+ 2q44
−
2h
α{
P1 (ξ1 ) + P2 (ξ1 ξ5 − ξ22 )
+
2
+P3 (ξ1 ξ5 ξ8 − ξ1 ξ62 − ξ22 ξ8 + 2ξ2 ξ3 ξ6 − ξ32 ξ5 )

適制御入力を決定することができる．
比較のため，制御系 CAD である Scilab
れた解は

2.459528

 0.577600

 0.270507

−0.202674

0.139924
−0.070456

0.270507

−0.202674




−0.070456 

0.199556 −0.149347 

−0.149347
0.135941
0.139925

おわりに

本報告では，コンピューテーショナル・インテリジェ
ンスの応用による知能制御システムの実現を目的とし
て，最適制御問題における代数リカッチ行列方程式の解
法に相互結合型ニューラルネットワークを適用し，得ら
れた解を用いて構成した最適状態フィードバックによる
ビークル型ロボットの制御シミュレーション実験を行い，
提案するニューラルネットワークを用いた制御システム
の有効性について明らかにした．
参考文献
1) D. Gong, M. Gen, G. Yamazaki and W. Xu, “Neural Network Approach for General Assignment Problem ”, in Proceedings of IEEE International Conference

}

on Neural Networks, pp. 1861–1866, 1955.
2) 橋本洋志, 石井千春, Scilab/Scicos で学ぶ シミュレーショ
ンの基礎 - 自然・社会現象から，経済・金融，システム制
御まで-, オーム社, 2008.

3) 安部正人, 自動車の運動と制御 -車両運動力学の理論形成

v = 11.1，J = 1962.0 としてシミュレーション実験を

と応用-［第 2 版］, 東京電機大学出版局, 2012.

行った．評価関数のパラメータを Q = diag(1)，H = 0.1，

4) Scilab Enterprises, Scilab: Free and Open Source soft-

ニューラルネットワークの状態変数の初期値を ξ(0) =

1

3.977375

4

0.867，cf = 17658.0，cr = 17658.0，M = 1373.4，

0.1 0.1

0.577600

致していることを確認できる．

ビークルのパラメータとして Lf = 1.733，Lr =

1

により代

であり，ニューラルネットワークにより得られた解と一

−2ξ3 ξ4 ξ6 ξ7 − ξ32 ξ5 ξ10 + ξ32 ξ72 − ξ42 ξ5 ξ8 + ξ42 ξ62 )

0.1 0.1 0.1

4)

数リカッチ行列方程式を数値的に解く．このとき，得ら

−ξ1 ξ10 ξ62 + 2ξ2 ξ3 ξ6 ξ10 − 2ξ2 ξ3 ξ7 ξ9 − 2ξ2 ξ4 ξ6 ξ9

[ 1







であり，この解を用いて式 (3) によってロボットへの最

+P4 (ξ1 ξ5 ξ8 ξ10 + 2ξ1 ξ6 ξ7 ξ9 − ξ1 ξ5 ξ92 − ξ1 ξ8 ξ72
+2ξ2 ξ4 ξ7 ξ8 − ξ22 ξ8 ξ10 + ξ22 ξ92 + 2ξ3 ξ4 ξ5 ξ9



ware for numerical computation, Scilab Enterprises, Orsay, France, http://www.scilab.org, 2012.

0.1 1 ]T ，学習

パラメータを µi = 104 （i = 1, 2, · · · , 10），ペナルティ

係数を α = 107 とした場合，ニューラルネットワークに
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Driving Walking-Support Robot Based on
Subject Monitoring and Subject's Force Sense
－Control of Fall Prevention of Cane-Type-Walking-Support Robot Based on
Subject's Force Presentation and Leg Movement Estimation－
Ryuichi YOKOGAWA*, Toru TSUMUGIWA*
(Received March 31, 2015)

The purpose of this study is to present the control method by which the omnidirectional-cane-type-walking-support robot is able
to statically prevent the walking subject's fall based on the subject's force presentation and the subject's leg movement estimation. We
propose the presentation of the subject's input force at the subject's arm rest. The movements of the legs are measured using the laser
range sensor (URG). When the angle between the input force direction and the leg movement direction is less than 30, the robot
movement (velocity) is controlled based on the impedance model. The relative position between the subject and the robot was
geometrically determined so that the subject might keep walking stably by the robot support. This relative position enabled us to
judge whether the center of gravity of the subject obtained by the URG was within the support polygon area which consisted of the
robot's wheels and the subject's feet. The robot motion was controlled according to this judgement. The positions of the robot and the
subject during walking were measured using a three-dimensional motion measurement system. The measurement results indicated
that the robot can support the subject's walking stably.
Key words：Walking Support, Fall Preventation, Cane Robot, Laser Range Sensor, Force-Torque Sensor
キーワード：歩行補助、転倒防止、杖ロボット、レーザレンジセンサ、力覚センサ

生体・力覚情報に基づく運転操作
－力覚提示と下肢運動推定に基づく歩行支援ロボットの転倒防止制－

横川

隆一、積際

1.はじめに

徹

ョンで用いられるロボットでは、ロボット本体の形

日常の生活の中で筋肉を刺激し歩行能力を維持

状が大きく、杖を用いれば、歩行できる高齢者にと

できれば、高齢者にとって自然に楽しく生活の質

っては、使い難い 1)。一方、単なる杖だけでは、歩

（クオリティ・オブ・ライフ：QOL）を保つことが

行者の体の安定を保つのには不十分である。そこで、

１）

できる 。しかし、脚力が弱った高齢者は、歩行の

杖型の歩行支援ロボットがこれまで開発されてい

際に転倒する可能性が大きく、彼らの歩行の補助を

る 2)。しかし、静的な転倒防止を考慮したロボット

行うとともに、その転倒を防止する歩行支援ロボッ

の運動制御は行われていない。また、ロボットの動

1-7)。歩行のリハビリテーシ

作指令は、ロボットを把持するグリップへの力の入

トが必要とされている

*Faculty of Life and Medical Sciences, Doshisha University,Kyoto
Telephone:+81-774-65-6474, FAX:+81-774-65-6019,e-mail:ryokogaw@mail.doshisha.ac.jp
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5-6)のみで、入力の間違いによる誤動作に対して

操作力と URG センサによって推定された使用者の下

も考慮されていない。そこで、本研究では、1 台の

肢の動作である。まず、ロボットは、URG センサに

杖型歩行補助ロボットを使用するとき、使用者がロ

よる計測で、使用者とロボットとの初期に設定され

8-9)の提示から使用者が意

た相対位置へ移動する。使用者は、歩行する方向へ

力

ボットへ入力する操作力

図する歩行方向を推定するとともに、下肢の位置か

前腕支持パッドに操作力を加える。その操作力は、

ら歩行中の使用者が転倒しないように静的な安定

支持パッドの下部に取り付けられた 6 軸力覚センサ

性を保つ補助ロボットの運動制御法を提案した。

（WEF-6A200-4：ワコーテック製）で操作力ベクト
ル F(t) (=( FX , FY )T )として計測され、フィルタ
ー処理される。ここで、 Fx 、 Fy は X、Y 座標の力の

2.方法

値、 M z は Z 座標軸回りのモーメントの値である。

2.1 杖型歩行支援ロボットの構造
本杖型歩行支援ロボットは走行部、昇降部、腕置

そのフィルターは設定された閾値（ Fx  1.3 (N)、

き部、制御部の 4 つの部分で構成されている（図 1）
。

Fy  1.3 (N)、 M z  0.035 (N×m) ）以下の値であれ

寸法は幅 570 mm、全長 495 mm、高さ 884 mm～1283 mm、

ばセンサ値をカットしてゼロとするカットオフ処

質量 39 kg、最大並進速度 1.2 m/s である。走行部

理である。フィルター処理後、あらかじめ設定され

は、100W ブラシレス DC モータ（BLH5100K-15：オリ

た操作力の最大値以上であれば、ロボットは、その

エンタルモーター製）によって駆動される 3 つのオ

位置で止まり、ホイールを固定する。その後、セン

ムニホイール（TD-120[HS98]：土佐電子製）から構

サの値が最大値よりも小さくなれば、URG センサの

成されるため、ロボットは全方向への移動が可能で

計測データを基に、初期の相対位置に移動する。最

ある。
また、URG センサ（北陽電機社製 URG-04LX-F01）

大値より小さければ、URG センサで使用者の下肢（ふ

が取り付けられている。その計測距離は 4095 mm、

くらはぎ部分）とロボットとの相対位置を計測する

計測角度は 240 deg、角度分解能は 0.36 deg、およ

（ 図 1 ）。 測 定 範 囲 は URG を 原 点 と し て 、

びサンプリングタイムは 50 ms である。腕置き部は

750  X  30 mm、 700  Y  300 mm とした（図

グリップと前腕支持パッドから構成される。ロボッ

3）。相対位置が、安全領域内に含まれるようにロボ

トは、肘支持型歩行器のように使用者の体重を支え

ットは、使用者との相対位置を制御する。

た歩行支援を行う。前腕支持パッドの下部には 6 軸

まず、URG センサの計測値より、使用者の右脚、

力覚センサ（WEF-6A200-4：ワコーテック製）を設

左脚の判別を行う。URG の 1 回の走査ごとに、脚の

置しており、使用者が加えた操作力を検出する。

外形に対して複数の計測点が得られる。i 番目の計

昇降部は 50W ブラシレス DC モータ（BLH450K-A：オ

測点と i+1 番目の点の距離を算出し、その値が 25 mm

リエンタルモーター社製）、ボールねじ・ウォーム

以上になっている箇所で区切り、複数の群に分割す

ギアを用いたセルフロック機構から構成されてい

る（図 4）。その群に属するすべての計測点の X 座標、

る。昇降部によって、腕置き部の高さを被歩行補助

Y 座標それぞれの平均値を各群の座標の代表値とす

者の身長に合わせて可変することが可能である。制

る。各群に属する計測点の数が最も多い群と 2 番目

御部は、制御用 PC(OS:Windows XP、 CPU:Core i3

に多い群を脚と判定し、それぞれの座標を ( X1 , Y1 )T 、

3220T 、

( X 2 , Y2 )T とする。

Memory:4GB) 、 マ ル チ IO ボ ー ド

(1) X1  X 2 のとき、右脚の座標を ( X1 , Y1 )T 、

（AIO-163202F-PE：CONTEC 製）から構成されている。
モータの制御と 6 軸力覚センサの取得のサンプリン

左脚の座標を ( X 2 , Y2 )T とする。

グタイムは 10 ms である。

(2) X1  X 2 のとき、右脚の座標を ( X 2 , Y2 )T 、
左脚の座標を ( X1 , Y1 )T とする。
ただし、URG の 1 回の走査において、脚と判断する
ために必要な群が 2 つ以上存在しない場合は前の走

2.2 杖型歩行支援ロボットの制御（図 2）
ロボットへの入力は、使用者が腕置き部に加える
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分することで指令速度ベクトル  x R , y R  を求める。
T

査時の脚の座標を用いる。
次に、支持脚および遊脚を識別し、遊脚の移動方
向を推定する。URG の n 回目の走査で計測された各
脚の座標と n-1 回目の各脚の座標の差から、右脚の
移動量 R と左脚の移動量 L を次式より求める。


R

 Rn X  Rn 1 X 2   RnY  Rn 1Y 2

(1)


L

 Ln X  Ln 1 X 2   LnY  Ln 1Y 2

(2)

この指令速度ベクトル  x R , y R  をロボットの走行
T

部の逆運動学を通して、各オムニホイールの DC モ
ータへの指令角速度に変換する。各モータドライバ
が、この指令値に追従するように制御を行う。
なお、ロボットの方向変換は、肘置き部のグリッ
プを手で握ったとき、親指でスイッチを押すことで、
一定角速度で実行される。
2.3 実験方法
被験者は高齢者疑似体験セット（特殊衣料製、以
下、装具）を装着した健常者 6 名である。高齢者疑
似体験セットは、高齢者の歩行動作の特徴を健常者
で再現可能であることが報告されている。被験者は
杖型ロボットを使用して図 5 に示すような 4 方向へ
歩行した。赤外線マーカを取り付け、被験者が杖型
ロボットを使用した時のマーカの位置を 3 次元運動
計測システム OPTOTRAK で計測した。計測結果から
被験者の各脚と杖型ロボットの速度を求めた。杖型
ロボットの腕置き部の高さは被験者の任意の値に
調節した。

ここで、 ( Rn X ,RnY )T 、および ( Ln X ,LnY )T は、そ
れぞれ、URG の n 回目の走査で計測された右脚、お
よび左脚の座標を示す。移動量が 30mm 以上の時、
使用者は歩行していると判断し、移動量 R および

L の大きい方を遊脚、小さい方を支持脚とする。
一方、移動量が 30mm より小さいとき、使用者の脚
は停止していると判断した。脚の移動方向ベクトル

M (
(M n X  M n1 X , M nY  M n1Y )T ) は、URG の n 回
目、n-1 回目、および n-2 回目の 3 回の走査で遊脚
と判断された脚の X、Y 座標の平均値
Mn X 

Rn X  Rn 1 X  Rn  2 X
、
3

M nY 

RnY  Rn 1Y  Rn  2Y
(3)
3

と、n-1 回目、n-2 回目、および n-3 回目の 3 回の
走査で遊脚と判断された脚の X、Y 座標の平均値
M n 1 X 、 M n 1Y との変位から求める。
操作力ベクトル F(t) と脚の移動方向ベクトル M
との角度  は内積から求める。

cos  

M n X  FX  M nY  FY

(4)

M n X 2  M nY 2 FX 2  FY 2

操作力ベクトル F(t) 方向と遊脚の移動方向ベクト
ル M との角度  が閾値β(本研究では、30°)内で
あれば、操作力ベクトル F(t) をあらかじめ設定され
たインピーダンスモデル
M X
 0


0   
xR   D X




M Y   y R   0

0   x R   FX 
(5)

DY   y R   FY 

へ入力し、4 次のルンゲ・クッタ法を用いて数値積
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3．結果と考察
杖型ロボットと被験者の右脚、左脚の移動速度を
図 6 に示す。被験者の右脚が動いてから杖型ロボッ
トが動き、右脚が停止すると杖型ロボットも停止し
た。また、左脚の場合でも杖型ロボットは右脚の場
合と同様であった。実験結果から、被験者の脚が動
いてから杖型ロボットが動作しており、本システム
の制御戦略通りにロボットが動作していることを
示している。各被験者の応答時間の平均は 400～550
ms の間であり、URG のサンプリングタイムは 50 ms
であった。これらの応答時間は URG の 8～11 回分の
走査周期に相当する。また、杖型ロボットのモータ
の制御は 10 ms で行われているため、遊脚の判断が
1 回の走査分だけ遅れるたびに杖型ロボットの動作
は 5 回分行われる。したがって、杖型ロボットを使
用する使用者によって移動速度が異なるため、遊脚
であると判断する基準の最適化を被験者ごとに行
う必要がある。

706-709(2014).

4. 結論
(1) 使用者の脚の移動方向を URG で検出し、6 軸力
覚センサで検出した操作力と組み合わせること
で杖型ロボットの運動制御を行うアルゴリズム
を開発した。
(2) 開発したアルゴリズムを用いた歩行実験を行
い、提案した杖型ロボットの運動制御を行うこ
とができた。

9) Soga, Y., Tsumugiwa, T. and Yokogawa, R., "The Motion
Control of Adjustment Mechanism of Transferred Force Rates
for

Human-Robot

Cooperative

Tasks",

SICE

Annual

Conference 2014, 995-998 (2014).
Subject
Interface Unit
(Force sensor)

Operational
Force
Up-and-down
Drive Unit

参考文献
1) Frizera-Neto, A. Ceres, R. Rocon, E. and Pons, J.

Scanning
Plane of
URG

URG

Actuator
Unit

L.,"Empowering and assisting natural human mobility:The
simbiosis walker",International Journal of Advanced Robotic
Systems, 8(3)34-50(2011).

Angle between Operation Force Direction
and Walking Direction.

2) Wakita, K., Huang, J., Di, P., Sekiyama, K. and Fukuda,
T.,"Human-walking-intention-based motion control of an

Fig.1 Overview of Robot System

omnidirectional-type cane robot", IEEE/ASME Transactions

Walker

on Mechatronics, 18(1), 285-296(2013).

F ( t )  FMax
or not ?

Operating Device

3) Ko, C.H.and Agrawal, S.K.," Walk-assist robot:A novel

Impedance Model

Filter

approach to gain selection of a braking controller using

Yes

Operating
Force

differential flatness", Proceedings of the 2010 American

F ( t )  FMax
or not ?

Control Conference, 2799-2804(2010).

Mx  t   Dx  t  
f  Kv  x I - x  t  

Velocity

x t 

x  t 

No
Laser Sensor

4) Oda, M., Zhu, C., Suzuki, M., Luo, X., Watanabe, H. and

F( t )

Measurement of
Impedance Model
Relative Position between
M x  t   Dx  t  
F t 
Yes
Walker and Robot
Does the robot exist
Does the robot exist
Velocity
in the stable area? No
in the stable area?

Yan, Y.,"Admittance based control of wheelchair typed
omnidirectional robot for walking support and power
assistance", Proceedings-IEEE International Workshop on

x  t 

Return Relative Position between
Walker and Robot to Initial one.

Robot and Human Interactive Communication, 159-164(2010).
5) Martins, M. Santos, C. and Frizera, A.," Online control of a

Velocity x  t 

mobility assistance Smart Walker", IEEE 2nd Portuguese

Robot (Motors)

Meeting in Bioengineering , Article number6331388(2012).

Fig.2 Flow-Chart of Control

6) Martins, M. M., Frizera-Neto, A., Urendes, E., Dos Santos,
C., Ceres, R.and Bastos-Filho, T.,"A novel human-machine

 750  X   3 0

interface for guiding:The NeoASAS smart walker",2012
number6222195(2012).

URG

7) Ko, C.H., Young, K.Y., Huang, Y.C. and Agrawal,

Left Leg Right Leg

S.K.,"Active and passive control of walk-assist robot for
outdoor

guidance",

IEEE/ASME

Transactions

on

Scanning
Area

X
Y

Mechatronics, 18(3),1211-1220(2013).

700  Y  300

ISSNIP Biosignals and Biorobotics Conference , Article

8) Ikuta, R., Tsumugiwa, T. and Yokogawa, R.," Investigation
for

Motor

Cooperative

Skill

of

Work",

Operators
SICE

During

Annual

Human-Robot

Conference

2014,

Direction of Walking

Fig.3 Scanning-Area of Laser Sensor

208

Actuator Unit of Robot

0

Y

-50

i
i-1

-100

i+1

-150

X

Left Leg
-200
URG

Y [mm]

-250
-300
-350
-400
-500

Right Leg
-300
-200

-400
X [mm]

-100
: Points Measured in Scanning
: Means in Coordibnates of Measured Points

Fig.4 How to Determine Leg Positions

Trajectory of Right Leg of Subject
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Evaluation of driving assistance systems using the NIRS signal
Naoki MURASHITA* , Kazuki YANAGISAWA* and Hitoshi TSUNASHIMA*
(Received March 31, 2015)
This study evaluates driver’s workload by measuring brain activity. Driver’s brain activity is measured using nearinfrared spectroscopy (NIRS). Whether the reduction of driving workload by Adaptive Cruise Control (ACC) system can
be evaluated from brain activity was discussed through experiments using a driving simulator. Eﬀect of the using with
ACC was evaluated using“ separability ”index obtained from feature plane of oxy-Hb and its diﬀerential value. Results
showed that a large separability was appeared in outer portion of frontal cortex for without ACC. This result showed that
the proposed index was useful for evaluation of driver’s workload.
Key words ： NIRS(near-infrared spectroscopy), driving assistance systems, ACC(Adaptive Cruise Control).
キーワード ： 近赤外分光法, 運転支援システム, アダプティブクルーズコントロール.

NIRS 信号を用いた運転支援システムの評価
村下直樹，柳澤一機，綱島均

1

緒論

自然な状態での脳活動が可能な計測方法としては，近
赤外分光法（NIRS: Near-Infrared Spectroscopy）が挙

近年，ドライバの運転時の負担を軽減することで安

げられる．NIRS は近赤外光を用いて，酸素化ヘモグロ

全を確保する様々な運転支援システムが開発・導入され

ビン（oxy-Hb）と脱酸素化ヘモグロビン（deoxy-Hb）の

ている．例えば，前車と自車との車間距離を一定に保つ

変化量を測定する装置であり，体動の制限が少なく，実

ACC（Adaptive Cruise Control）や，操舵支援によっ

験参加者に対して自然な状態で実験が行えるため運転

て車線を維持するレーンキープアシストなどが挙げられ

時の脳機能の評価を行う上で有望な方法である．現在，

る．しかし，これらの運転支援システムによる負担の軽

NIRS 計測によるドライビングシミュレータ 3,

減によってドライバの注意力が低下し，予期せぬ事故の

運転時

原因になることが考えられる．

5)

4)

，実車

のドライバの脳活動が報告されており，脳活

動から運転時の負担を評価できる可能性を示している．

すでに運転支援システムの導入にともなうドライバの

しかし，NIRS はその測定原理上，測定値が相対変化

ネガティブな行動変化が Hjälmdahl1) , Hoedemaeker2)

の値であるため，定量的な評価が難しいという欠点があ

により報告されており，より安全な運転支援システムの

り，脳活動計測による運転支援システムの評価の妨げに

開発には，ドライバの運転時の負担・注意の評価をする

なっている．

必要がある．特に，運転中の認知・判断を行っている脳

本研究では，ドライバの脳活動から運転支援システム

の活動とドライバの負担・注意の関係について明らかに

による負担の変化を評価することを目的とし，脳活動の

する必要がある．

* Department of Mechanical Engineering, College of Industrial Technology, Nihon University, Chiba
Telephone : +81-047-474-2339, E-mail : tsunashima.hitoshi@nihon-u.ac.jp
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Fig. 1. Speed pattern of leading car.

Fig. 2. Experiment scene.

特徴を評価する指標の開発を行う．ドライビングシミュ
レータを用いて前述の ACC による運転負担の変化を開
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する課題を設定し，ACC を用いずに実験参加者自らの
操作によって追従する条件と ACC を利用して追従する

2 条件で実験し，その脳活動の特徴の違いを定量的に評

Detector
Illuminator
Illuminator
Detector
Channel
Channel

価可能か検証を行う．

2

NIRS による脳活動計測

Fig. 3. Position of optical fibers and channels.

NIRS は 生 体 透 過 性 が 高 い 近 赤 外 領 域 の 光（700900nm）を用いて，ヘモグロビンの濃度変化を計測す

運転条件は，ACC を使用して先行車に追従する条件

る手法である．oxy-Hb，deoxy-Hb それぞれ吸光スペク

と，ACC を使用せずに実験参加者自らの操作によって

トルが異なることから，透過光量に基づきそれぞれのヘ

追従する 2 条件を設定した．コースは直線とし，途中の

モグロビンの濃度変化を求めることができる．

車線変更や右左折，先行車の追い越しは禁止とした．

脳活動計測においては，頭表に配置した送光ファイバ

実験は最初に ACC を利用する条件を行った．このと

から近赤外光を照射し，頭皮，頭蓋骨，髄液で吸収・拡

き実験参加者には，先行車追従のための加減速操作は行

散されながら脳表に達し，再び頭表まで戻ってきた透過

わずにハンドル操作のみ行い，ACC による速度制御の

光量が受光ファイバによって計測される．この透過光量

みで先行車に追従するように教示した．車間時間は，1.2

に基づいて，脳表のヘモグロビンの濃度変化を算出す

秒程度とした．ACC を使用せず実験参加者自ら操作す

ることができる．脳活動が発生した領域では，典型的に

る条件では，ACC 使用時と同程度の車間距離を維持し

oxy-Hb の増加と deoxy-Hb の減少を示す 6) ．

て走行するよう教示した．どちらの条件も 1 試行 210 秒

しかし，NIRS 信号は基準となる時刻からの相対変化

とし，この 2 条件を 2 回ずつ交互に行った．

の値であるため，実験参加者間で測定値の比較を行うこ

図 2 に実験風景を示す．測定装置は，島津製作所製，

とができず，定量的な評価を行うことが難しいという欠

近赤外光イメージング装置 OMM-3000 を用いた．光ファ

点がある．

イバの配置を図 3 に示す．全 42ch を計測し，サンプリ

3

ング周波数は約 4Hz とした．

実験方法

また，脳活動の計測と併せてドライバの運転操作をド

ACC による運転負担の変化を脳活動からの評価する

ライビングシミュレータにより記録した．実験参加者は

ために，ドライビングシミュレータを用いて，図 1 に示

普通自動車免許を持つ 20 代男性 22 名とし，実験実施前

す速度パターンを持った先行車を追従する実験を行った．

には実験の趣旨説明と併せてインフォームドコンセント

動揺装置は使用しない条件で実験を行った．

を行った．
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4

d(oxy-Hb)/dt

oxy-Hb

oxy-Hb とその微分値
Hb. conc (mM cm)

変化を評価するために，本研究では oxy-Hb とその微分
値に注目する．先行研究より，oxy-Hb の微分値は課題の
ワークロードと相関があることが報告されている 4,

7)

(ii)Task

(i)Rest

ドライバの脳活動から運転支援システムによる負担の

．

oxy-Hb とその微分値のタスク時の一般的な変動を図

0

(iii)Rest

0

4（a）に示す．タスクに関連して oxy-Hb が上昇し，変
化の割合である微分値は oxy-Hb より早く上昇する．こ

Differential value (mM cm/s)

4.1

評価指標の提案

Time (s)

の時の oxy-Hb を横軸，oxy-Hb の微分値を縦軸にとり

(a)The change of oxy-Hb and diﬀerential value

作成した位相平面を図 4（b）に示す．oxy-Hb が高い値
を示すときは，脳が賦活していると考えることができる．
また，oxy-Hb が低い値でも oxy-Hb の上昇の傾きが

Task

急峻である時も脳が賦活していると考えられる．そのた

Rest
d(oxy-Hb)/dt

め，タスク中の軌跡は図 4（b）に灰色で示す領域に含ま

+
(ii)

れる．反対にレスト中の軌跡は第 3 象限周辺に表れる．

4.2

Activation area

NIRS 信号の分離度

oxy-Hb とその微分値から作成した位相平面上のタス
oxy-Hb

ク・レストの軌跡の分布から，運転支援システムによる

-

負担の軽減を分離度という指標を用いて定量的に評価す

(i)

る．分離度とは，位相平面内の信号のまとまりを評価す

(b)Trajectory of oxy-Hb and diﬀerential value

指標である．

Fig. 4. The feature plane of oxy-Hb and diﬀerential
value.

分離度は，クラス内分散とクラス間分散の比で表され
る．まず，計測された oxy-Hb の値を poxy ，oxy-Hb の
微分値を ṗoxy とする．これらを位相平面内の平均点 p

となる．分離度は式（2），式（3）を用いて

として表すと

(1)

Jσ =

となる．タスクのグループに属する軌跡の集合を Xtask ，

ループの重心の分散を表す．クラス内分散が小さく，ク

Xrest ，Xrest に含まれる軌跡の数を nrest ，全レストの

ラス間分散が大きいほどタスク時とレスト時の特徴が大

軌跡の平均を mrest とする．またすべての軌跡の数を

きく異なることを表している．

n，タスク・レストすべての平均を m とする．クラス

1
= {ntask (mtask − m)T (mtask − m)
n
+nrest (mrest − m)T (mrest − m)}

(4)

プの軌跡の分散を表し，式（3）からクラス間分散はグ

平均を mtask ，レストのグループに属する軌跡の集合を

2
σB

2
σB
2
σW

と定義できる 8) ．式（2）からクラス内分散は同じグルー

Xtask に含まれる軌跡の数を ntask ，全タスクの軌跡の

2
2
内分散を σW
，クラス間分散を σB
と表すと，
∑
1
2
σW
= {
(p − mtask )T (p − mtask )
n
p∈Xtask
∑
(p − mrest )T (p − mrest )}
+
p∈Xrest

(iii)

-

る指標であり，機械学習などで特徴の評価に用いられる

p = (poxy , ṗoxy )

+

つまり，分離度は，図 5 左の模式図のようにタスクと
レストの軌跡の分布が広く混在している場合は低い値と
なり，反対に図 5 右図のように，同じグループの軌跡が
より隣接して分散が小さく，タスクとレストそれぞれの

(2)

軌跡が分離して分布している場合は高い値を示す 9) ．

4.3

分離度による評価

測定した実験参加者 22 名の内，教示した車間距離よ
り大幅に車間距離が長かった 3 名，減速操作時の体動が

(3)

213

Task

Rest

d(oxy-Hb)/dt

Driving task
d(oxy-Hb)/dt

Rest

0.4

oxy-Hb

d(oxy-Hb)/dt [1/s]

0.3

oxy-Hb

0.2
0.1
0
-0.1
-0.2
-0.3
-0.4
-4

Fig. 5. Distribution of the trajectory of the task and
the rest（pattern diagram）.

-3

2

Driving task

3

4

Rest

0.4

．

0.3

d(oxy-Hb)/dt [1/s]

その結果，実験参加者が自ら操作する条件では運転操作
に関連して前頭前野両外側部の oxy-Hb が上昇し，脳の
賦活を確認することができた．しかし，ACC を使用し
た条件では運転操作に関連した脳の賦活は確認できな
かった

1

(a)Without ACC

NIRS 信号は離散ウェーブレット変換による多重解像度

10)

0

Separablitiy䠖1.25

5 名を除外し，17 名の実験参加者を対象に解析を行った．
解析を用いてノイズを取り除き，標準得点化した

-1

oxy-Hb

大きくアーチファクトによる影響が大きかった 2 名の計

7, 10)

-2

．

0.2
0.1
0
-0.1
-0.2
-0.3

実験参加者 1 名の ACC を使用せずに実験参加者自ら

-0.4
-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

oxy-Hb

操作しているときの軌跡と ACC を使用しているときの

Separablitiy䠖0.0835

軌跡を比較したものを図 6 に示す．血流の遅れを考慮し，
運転時と停車時の開始 5 秒間は解析から除外した．

(b)With ACC

図 6(a) より，ACC を使用していないとき，運転時の
軌跡とレスト時の軌跡が分離して存在している．しかし

Fig. 6. Comparison between the trajectory with ACC
and without ACC.

図 6(b) より，ACC を使用しているときは運転時の軌跡
とレスト時の軌跡が混在して存在している．また，それ
ぞれの軌跡も ACC を使用していないときと比較すると，

果を図 9 に示す．両外側部において，ACC を使用した

特徴平面上に広く分散している．分離度の値は，ACC を

場合と比較して，ACC を使用せずに実験参加者自身が

使用せずに実験参加者自ら操作しているとき 1.25，ACC

運転操作しているときのほうが分離度は高い値を示して

を使用しているときは 0.0835 と ACC を使用しない条

おり，両条件間に有意差 (p < 0.01) が確認できた．

件のほうが分離度が高かった．

ACC を使用せずに実験参加者自身が運転操作する条

次に実験参加者 17 名の両条件時の分離度の空間分布

件では，運転時とレスト時の脳活動の特徴が大きく異な

をまとめたものを図 7 に示す．図 7 より，ACC を使用

ることから分離度は高い値を示した．一方で ACC を使

しているときは前頭前野全体で分離度が低いが，ACC

用する条件は，実験参加者自ら操作する条件と比較して

を使用していないときは両外側部の分離度が高い値を示

運転負担が小さいことから，運転時とレスト時の脳活動

していることがわかる．

4.4

の特徴にほとんど違いがないため，分離度は低い値を示

検定結果

したと考えられる．

図 8 に示すように計測した NIRS 信号を右外側部，中

これらの結果から，分離度により脳活動の特徴の違い

央部，左外側部の３つの領域に分け，実験参加者 17 名

を定量的に評価し，運転支援システムによる負担の変化

のそれぞれの分離度の平均値について t 検定を行った結

を評価できる可能性がある．
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Localization for Autonomous Vehicle using Infrared Reflectivity Image

Naoki SUGANUMA*, Daiki YAMAMOTO
(Received July 18, 2015)

In this paper, we propose a technique for autonomous vehicle localization by using high-resolution infrared reflectivity image.
This technique estimates the offset of dead-reckoning result, because it is simpler than estimating vehicle position. First of all, we
make map which is 2-D image, projected reflectivity acquired by LIDAR. This map is correlated with LIDAR measurements of
moving vehicle to calculate likelihood of possible offsets. The method of correlating is the Pearson product-moment correlation. We
show our technique can localize accurately.
.H\ZRUGV：Localization, Autonomous Vehicle, Infrared Reflectivity

キーワード：自己位置推定，自動運転自動車，赤外線反射率



赤外線反射率画像を用いた自動運転自動車の自己位置推定


菅沼直樹，山本大記

諸言

定を行い，それよって生成された地図データを用い

 自動車の運転支援・自動運転システムは，安全性，

ることで，オンラインでの車両位置推定を行う手法

快適性の向上が見込まれ，また交通事故の削減に大

などが挙げられる

きな効果があることから，近年様々な研究開発が行

測反射率による地図情報を用いた位置推定手法を

われている．特に自動運転に関しては，安全性･快

検討する．

3,4)

．本研究もまた，LIDAR の計

適性の更なる向上といった利点に加え，交通容量の

本研究では，精度の高い地図が生成可能であると

増加，物流の効率化，高齢過疎地域における次世代

いう前提のもと，オンラインでの車両位置推定を正

の移動手段等，様々な利点，活用方法が想定できる

確に行う手法を検討した．以下に，著者らが検討し

事から近年特に活発に研究開発が行われている

1,2)

．

た位置推定アルゴリズムの概要と精度検証の結果

自動運転自動車の制御には，様々な環境下での高

を報告する．

い位置推定精度が必要となる．都市環境での高精度
な位置推定として，LIDAR の計測反射率による地

自動運転システムの概要

図情報を用いる手法が研究されている．これは，

本研究では，図 1 に示すワゴンタイプの乗用車を

GraphSLAM のようなオフラインでの車両の位置推

用いた．本車両には，自律的な自動運転を可能とす

*Autonomous vehicle research Unit, Institute for Frontier Science Initiative, Kanazawa University
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装置(Applanix 社 POS-LV220)が搭載されており，

LIDAR(Velodyne)

100Hz で車両の位置姿勢，運動状態が計測可能とな
っている．また，車両内の OBD-II コネクタを介し
て，自動車内の CAN バスと接続することでステア

RADAR
(Fujitsuten)

リング角，スロットル踏込み量，ブレーキ圧，シフ
トポジション等を取得可能としている．車両周辺環
境の認識を行うセンサとしては，4 台の LIDAR と，
1 台の RADAR を設置している．このうち車両上部

LIDAR
(Ibeo)

には，3 台の LIDAR(Velodyne 社 HDL64E-S2 1 台+

GNSS antenna
(Applanix)

SICK 社 LMS291-S05 2 台)がアルミフレームを介し

GNSS antenna
(Applanix)

て設置されている．これらの LIDAR は，主に近･
中距離に存在する車両全周囲の障害物を検出する
目的で設置されている．また，車両のフロントグリ

LIDAR(SICK)

ル部には LIDAR(Ibeo 社 LUX)および RADAR (富士

LIDAR
(SICK)

通テン社 76GHz ミリ波レーダ)が設置されている．
フロントグリル部のセンサは，計測範囲が前方の限
られた領域に絞られる一方，遠距離の物体を検出可
能な能力を有している．
また，車内ルームミラー部には信号機認識や歩行

Fig.1 Overview of autonomous vehicle

者認識を目的とした単眼カラーカメラ，ステレオビ

るためステアリング，スロットル，ブレーキ，シフ

ジョンシステムが搭載されている．

トレバー，サイドブレーキ部にアクチュエータを設

 自動運転システムの概要

置している．また自然な運転挙動を実現するため，

自動車のスロットル，ブレーキ，ステアリング，

ウィンカー，ハザードおよびホーンスイッチもコン

シフトレバー等全てのアクチュエータをコンピュ

ピュータ制御可能としている．

ータ制御し，障害物を回避しつつ目的地まで自律的

オンボードセンサ

に自動誘導するためには，複雑かつ膨大な機能を実

次に，本車両に搭載したセンシングシステムの概

装する必要がある．このため，図 2 に示すように必

要について述べる．本車両には GNSS/INS 複合航法

要な機能ごとにモジュール化し，汎用の TCP/UDP
Path planner modules

Digital road map/image

High level planner

(Way points, road boundary, Limit speed,
Intersection, traffic light, etc.)

Perception modules

High level planner
(Route selection)
)
Middle level planner
(Finite state machine)

Traffic light recognition

Cameras

Environment Perception
RADARs

Static obstacle map generation
(Reduction of occlusion)

LIDARs

Detection and tracking
of dynamic objects
(Future pose prediction)

(Display, Switches, etc.)

Low level planner
(Tactile base planner)

Path follower
Longitudinal controller
(Throttle/Brake, etc.)
)
Lateral controller
(Steering, etc.)

Map matching

GNSS/INS
(GNSS + Inertial Navigation System)

Human machine interface

(Pose compensation by map)
)

Controller module

Localization module

Fig.2 System architecture
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Actuators
・Steering ・Turn/Hazard signal
・Throttle ・Horn switch
・Brake ・Parking brake

Vehicle CAN
(Subaru Legacy OBD-II)

道を予測する 6)．図 3 に示すように，本研究では静
止 障 害 物 の 表 現 方 法 と し て Occupancy Grid
Maps(OGM)を用いている．また，OGM を用いて移
動物体を検出し，その運動を推定することで移動物
体の軌道予測を行っている．
次章で詳述する自己位置推定モジュールは，図 4
に示す高解像度赤外線道路画像とオンボードセン
サ情報を基に自己位置を推定する 7)．LIDAR からは
ポイントクラウドの座標に加え反射率を取得でき
る．このため，リアルタイムに得られる LIDAR 反
射率情報とこの赤外線道路画像のマッチングをか
けることで GNSS/INS に生じるドリフト誤差を補

Fig.3 Example of environment perception

正することが可能となる．これにより，都市環境や
トンネル内など GNSS 信号が遮蔽されるような環
境下でも正しく自己位置を推定することができる．
パスプランナモジュール群は，ハイレベルとロー
レベルの 2 つのモジュールから構成される 8)．ハイ
レベルパスプランナはカーナビのようにデジタル
地 図 か ら 最 適 な 経 路 を 探 索 す る 機 能 (High level
planner)と，デジタル地図に基づき交通ルールに則
った運転行動の候補を提案する機能(Middle level
planner)から構成されている．このうちミドルレベ
Fig.4 Example of high-resolution infrared reflectivity map

ルプランナーでは，前進，車線変更，停止といった
運転行動が有限状態機械(Finite state machine)で管

IP ネットワークプロトコルを用いてモジュール間

理されており，状況に応じた適切な運転行動をとる

で必要な情報をやり取りする分散型システムを構

ように設計されている．ローレベルパスプランナは

築した．また，このようにソフトウェアをモジュー

上位プランナが提案した運転行動の決定を行うと

ル型構造とすることで，複数のコンピュータ間で処

同時に自動運転自動車が最終的に追従する軌道を

理を分散させ効率的に計算を行うことも可能とな

生成するモジュールである．自動運転車両が最終的

る．

に追従する軌道は，障害物に衝突しない軌道候補の

図 2 に示すように，著者等が開発している自動運

うち，ラテラルおよびロンジチュージナルジャーク

転システムでは大きく分けて認識(Perception)，自己

が少なく，適切な運転行動(車線逸脱度が低く，目

位置推定(Localization)，パスプランナ(Path Planner)，

標速度に近い等)を取るものとして決定される．

制御(Controller)の 4 つのモジュール群から成り立っ

制御モジュールは，パスプランナが生成した軌道

ている．このうち認識モジュール群では，信号機認

を追従するモジュールであり，自動車のステアリン

識，環境認識の 2 つのモジュールから構成されてい

グ，スロットル，ブレーキ等の制御コマンドが演算

る．信号機認識モジュールは車内ルームミラー部に

される．

設置したカラーカメラから信号機の色，矢印信号の
種別を認識する 5)．環境認識モジュールは車両周辺

赤外線反射率画像を用いた自己位置推定

の障害物を検出し，移動物体の運動を推定し将来軌

本章では，LIDAR で観測された路面の赤外線
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(a) In case of sunny day

Fig.5 A high-resolution infrared reflectivity map

平均反射率を二次元画像上に投影した地図画像
(以下，地図と呼ぶ)の生成手法とそれを用いた自
己位置推定手法について述べる．
 赤外線反射率画像地図生成

(b) In case of rainy day
Fig.6 Difference of reflectibity image by wether condition

2.1 節で述べたように車両には GNSS/INS 複合
航法装置(Applanix 社 POS-LV220)が搭載されて

自己位置を計測することが難しい問題がある．ま

おり，100Hz で車両の 3 次元位置および姿勢が計

た，ビルが乱立する環境下ではマルチパスなどの

測可能となっている．車両上部には全方位

問題が生じるため，正しい自己位置を求めること

LIDAR(Velodyne 社 HDL-64E S2)が搭載されてお

が困難であるといった問題がある．そこで本研究

り，レーザー照射箇所の位置と赤外線反射率が計

ではあらかじめ生成した地図 m とオンラインで

測可能となっている．以上の計測値をもとにレー

得られる LIDAR の観測値 z の類似度を計算する

ザー照射箇所の赤外線反射率を地図上へと投影

ことによって，自己位置を推定することとした．

する．

自己位置の尤度分布の推定には，次式で示す正

地図を高解像度で生成する場合，広範囲の情報

規化相互相関係数を用いた．

をいかに少ないデータ量で保存できるかが重要

N 1

となる．本研究では，広域の高解像度地図画像を

R

局所領域の画像に分割することで，データを道路
周辺部に限定して保存してある(図 5)．位置推定

m  m z  z 
N 1

i

N 1

 m  m   z  z 
i 0

時には，予測した車両の位置近傍の地図のみを読

i

i 0

2

i

i 0

2

i

ここで，

み込むようにしている．

N 1

m   mi N

 自己位置推定

もっとも簡単な自動車の自己位置推定手法と

i 0

して，GNSS(Global Navigation Satellite System)を

N 1

z   zi N

主センサとして活用した方法が考えられる．しか

i 0

し，GNSS は人工衛星を使用して自己位置を計測

である．これにより，LIDAR で観測される反射率

する手法であるため，例えばトンネルの内部では

が天候によって変化(図 6)したとしても，類似度
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計算への影響を抑える可能となる．
上述の正規化相互相関係数は，地図と LIDAR
観測値を画像の解像度で重ね合せによって得ら
れる尤度分布を示したものとなるが，路面パター
ンがあまりない場所などでは正確な位置を求め
ることが困難となる．このため，本研究ではデッ
ドレコニングによる自己位置推定結果と地図と
の照合結果により得られる自己位置のオフセッ
ト量を，時系列的に得られる自己位置尤度分布の
事後確率として自己位置を推定することとした．
Google map より引用

実験結果
本章では，前章にて述べた位置推定手法による推

Fig.7 Experimental course

定精度検証実験について述べる．実験は図 7 に示す
金沢大学構内を 0～50km/h 程度の時速で走行し，取
得したデータをオフラインで解析して検証を行っ
た．なお，精度検証には GNSS/INS 後処理解析ソフ
ト(POSPAC MMS)を使用して解析した自己位置と，
推定された結果を比較して検証を行った．実験に使
用したコースは比較的上空が開けた環境であるた
め，真値として用いた GNSS/INS による自己位置推
定結果は cm オーダーの自己位置を常に推定してい

(a) Longitudinal error

ることが予測される．
図 8 に，実験結果を示す．図 8(a), (b)はそれぞれ
自己位置推定結果の車両進行方向，真横方向の推定
誤差を示している．図 8 で青色の線は，推定したデ
ッドレコニングの誤差を示している．また，赤色の
線は最終的な推定誤差を示しており，全時刻を通し
て非常に小さな値となっていることがある．なお最
大 誤 差 は 車 両 進 行 方 向 で 0.322m, 横 方 向 で は
0.155m であった．また，RMS 誤差は 0.084m，0.041m

(b) Lateral error

であった．これらの結果から，非常に高い精度で自

Fig.8 Estimation error

己位置推定ができていることが確認された．
認できされた．
金沢大学では，2015 年 2 月 24 日より，国内の大

結言

学としては初となる，自動運転自動車による市街地

本稿では，金沢大学において開発中の自動運転シ

の公道走行実証実験を開始した．今後は，開発した

ステムの概要と，自己位置推定アルゴリズムの概要

自己位置推定システムを公道走行に使用した際の

について述べた．また，自己位置推定アルゴリズム

問題点等を検証していく予定としている．

に関しては精度検証の結果，RMS 誤差として 10cm
以上の精度で自己位置が推定できていることが確

220

参考文献
1) M.Montemerlo, et al., Junior: The Stanford Entry in
the Urban Challenge, Journal of Field Robotics,
Vol.25, No.9, pp.569-597, 2008
2) 水越，松本，細川，「東京モーターショー2011」
トヨタ自動車の自動運転デモ概要，自動車技術
会 春 季 大 会 フ ォ ー ラ ム ， No.12, FORUM-2 ，
pp.55-57，2012
3) J. Levinson，M. Montemerlo，S. Thrun，"Map-Based
Precision

Vehicle

Localization

in

Urban

Environments"，Robotics: Science and Systems Ⅲ，
MIT Press，2008，pp.121-128
4) J. Levinson，S. Thrun，"Robust Vehicle Location in
Urban Environments Using Probabilistic Maps"，
Proceedings

of

the

2010

IEEE

International

Conference on Robotics and Automation, 2010,
pp.4372-4378
5) 高橋，菅沼，出店，松井，車載カメラを用いた
信号機認識アルゴリズムの開発，第 32 回 日本
ロボット学会学術講演会講演予稿集，AC2J1-05,
2014
6) 小池，菅沼，マルチレイヤ型 LIDAR を用いた車
両周辺環境認識，日本機械学会機械力学・計測
制御部門大会講演予稿集， NO.3H2-2，2012
7) 山本，菅沼，"高解像度赤外線反射画像を用いた
自動運転自動車の自己位置推定"，日本機械学会
交 通 物 流 部 門 大 会 (TRANSLOG2014) ，
pp.329-330，2014
8) 菅沼, ITS 世界会議東京における金沢大学 自律
型自動運転自動車のデモ概要, 自動車技術会春
季 大 会 フ ォ ー ラ ム ， No.14, FORUM-10 ，
pp.38-43，2014

221

Cooperative Moving-Object Tracking with Multiple Mobile Sensor Nodes
- Size and Posture Estimation of Moving Objects using
In-vehicle Multilayer Laser Scanner Masafumi HASHIMOTO*, and Kazuhiko TAKAHASHI **
This report presents cooperative moving object tracking with multiple mobile sensor nodes, each equipped with a
multilayer laser scanner. Moving objects in the laser-scanned images are detected by an occupancy grid method. The
sensor nodes send the information of the detected moving objects to a central server, which estimates the size, position,
and velocity of those objects using a Bayesian filter and feeds the estimates back to the sensor nodes. Reliable
one-to-one (or one-to-many) matching of the tracked objects and the measurements related to the moving objects is
achieved by rule-based data association. Experimental results of tracking car and people by two sensor nodes show the
effectiveness of the proposed method.
Key words: moving-object recognition, Cooperative tracking, multilayer laser scanner (lidar)
キーワード：移動物体認識，協調追跡，マルチレイヤレーザスキャナ（ライダー）

複数の移動センサノードによる協調移動物体追跡
―車載マルチレイヤレーザスキャナに基づく移動物体大きさ・姿勢推定―
橋 本 雅 文， 高 橋 和 彦
１．緒

出しや車の急な割り込み時に迅速に対応可能な安全

論

運転支援システムが構築できる．
移動ロボットや自動車自らが周囲環境をセンサに

このような観点から，筆者らはシングルレイヤレ

より観測して移動物体を追跡（位置や速度，大きさ

ーザスキャナ（SLS）を搭載した複数の移動センサ

を推定）するセンシングシステムは，セキュリティ

ノードのセンサ情報を共有して歩行者や自動車など

システムや衝突事故防止システムなどを実現する上

の移動物体を信頼性高く追跡する協調追跡法を提案

で必要不可欠な技術である1)-3)．

してきた6)7)．

複数の移動ロボット（移動センサノード）が近接

さて，近年，マルチレイヤレーザスキャナ（MLS）

する場合，通信系を介して各ロボットのセンサ情報

の普及により，それを利用した研究が盛んとなって

を共有することで，
移動物体が1台のロボット上のセ

いる8)-10)．MLSは高密度に周囲の環境の情報を得る

ンサの視野外や死角に存在しても他のロボットから

ことができ，
また物体の高さ情報も取得できるため，

観測できれば，移動物体追跡の精度や信頼性を高め

SLSよりも高精度な認識を期待できる．そこで本報

ることができる4)5)．例えば，図1に示すように，ITS

告では，SLSを搭載した複数の移動センサノードに

やパーソナルモビリティの分野では，自車とともに

よる協調追跡法7)を，MLSを搭載した複数の移動セ

周辺車両，ロボットのセンサ情報を各車両が共有す

ンサノードによる協調追跡法に拡張する．そして，

ることで，市街地の雑踏環境での歩行者の急な飛び

その基本的な有効性を実験により示す．

*

Department of Intelligent Information Engineering and Sciences, Doshisha University, Kyoto
Telephone/Fax: +81-774-65-6410, E-mail: mhashimo@mail.doshisha.ac.jp
**
Department of Information Systems Design, Doshisha University, Kyoto
Telephone/Fax: +81-774-65-6434, E-mail: katakaha@mail.doshisha.ac.jp
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高さ，移動物体構成セル数とその座標値）をサーバ
に送信する．
サーバは各センサノードから送信されてきた移動
物体情報を比較し，グループ化する．そして，5 章
で述べる手法により移動物体を追跡
（大きさと位置，
速度を推定）する．その後，サーバは追跡情報（追
跡物体数，追跡物体の位置，速度，大きさ）を各セ
Fig. 1 Example of the cooperative tracking in ITS

ンサノードに返信する．

Fig. 2 Overview of mobile sensor node system

Fig. 3 System overview of cooperative tracking

２．実験システムの構成

４．移動物体検出法

図 2 に移動センサノードの外観を示す．2 台のセ

MLS により取得された高さ情報を用いることで，

ンサノードは内界センサとして車輪エンコーダ，ジ

建物の近くを歩く人物など，SLS では検出できない

ャイロを搭載している．外界センサとして地上から

移動物体に対しても高さ情報を用いることで検出が

高さ 1.6[m]の位置に 32 層の MLS（Velodyne 社

可能となる．また，SLS ではオクルージョンとなっ

HDL-32E）を設置している．また，センサノードは

ていた物体，例えば，高さが異なる 2 台のロボット

RTK-GPS（NovAtel 社 GPS-702-GG）を搭載してお

が並走するような状況であっても観測可能である．

り，GPS 情報と内界センサ情報をもとにカルマンフ

本論文では環境地図として，自車周辺の平面を格

ィルタにより自己姿勢推定を行う．センサ情報のサ

子状のセルに分割し，各セルに高さ情報を登録した

ンプリング周期は 0.1[s]である．

エレベーションマップを用いる．なお，セルサイズ
は 0.3[m]×0.3[m]としている．

３．移動物体追跡システムの概要

4.1 観測値のマッピング

図 3 に示すように，各センサノードは MLS によ

MLS から観測値が得られると，センサノードの自

り周辺環境をセンシングし，その情報をもとに 4 章
で述べるセル占有時間に基づく占有グリッド法

己姿勢情報をもとに観測値を地上固定座標系に変換

11)

を用いて移動物体を検出する．そして，移動物体検

し，エレベーションマップ上にマッピングする．2

出情報（タイムスタンプ，移動物体数，移動物体の

点以上の観測値が存在するセルを占有セルと称し，
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各占有セルにマッピングされた複数の観測値の高さ

動物体を検出する．エレベーションマップの各セル

の最大値をその占有セルの高さとする．

は占有セルとなる時間を情報として保持している．

このとき，低い高さ情報を持つ占有セルは地面か

移動物体が同一のセルを占有する時間は短いが，

らの観測値のみから構成されているとして以降の処

静止物体が同一のセルを占有する時間は長い．そこ

理の対象外する．また，複数の観測値の高さ情報の

で占有時間が 0.8[s]以上の占有セルを静止セル，

最大値と最小値の差が小さい占有セルも木の枝葉の

0.8[s]未満の占有セルを移動セルとする．なお，高さ

ように空中に浮いている物体に対する観測値から構

情報が 4.5[m]以上の占有セルは占有時間に関わらず

成されているとして以降の処理の対象外とする．

静止セルとする．図 5 に対して移動・静止セル判定
を行った結果を図 6 に示す．

図 4 に示す MLS 観測値に対するエレベーション
マップを図 5 に示す．

4.3 移動物体検出
物体は複数のセルを占有することから，占有セル
をグループ化する．物体が低速で移動する場合やセ
ンサ雑音の影響等により，図 6 のようにグループ化
されたひとつの物体が静止セル，移動セルの両方か
ら構成される場合がある．そこで，グループ化され
たセル群において，移動セルが大部分を占めるグル
ープを移動グループ，静止セルが大部分を占めるグ

Fig. 4 Laser measurements captured by MLS

ループを静止グループとする．移動・静止グループ
の判定が終わると移動（静止）グループ内の全ての
静止（移動）セルは移動（静止）セルに変更する．
なお，各グループを構成するセルの中で高さが最大
値のものをそのグループの高さとする．
セルのグループ化段階では，建物などの大きな静
止物体を移動グループとして誤認識する場合がある．
そこで，求められた移動グループに対して Rotating
Calipers 法 13)によりその大きさ（幅，長さ）を求め，

Fig. 5 Elevation map

12[m]以上の大きな移動グループは静止グループと
する．
以上の手順で追跡対象となる移動グループ（移動
物体）を検出し，それに関する情報（移動グループ
数，移動グループの高さ，移動グループを構成する
セル数とその座標値）とタイムスタンプをサーバに
送信する．

Fig. 6 Detection of moving and static cells. Red and
blue bars indicate moving and static cells, respectively.

５．移動物体追跡法
5.1 大きさ・姿勢推定

4.2 移動・静止セルの判定

サーバは各センサノードから受信した移動グルー
11)

セル占有時間に基づく占有グリッド法 により移

プに関するセル座標値を比較し，近傍にあるセルは
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移動物体の姿勢（位置・速度 ( x, y, x, y ) ）は式(1)

同一の移動物体からのものとして再度グループ化す
る．

で推定した幅 W，長さ L の長方形の重心の位置情報

グループ化した移動グループから追跡物体の大きさ

を用いて，一定速度モデルに基づくカルマンフィル

を算出する．なお，本論文では追跡物体の形状を図

タにより推定する．移動グループを構成するセルよ

7 に示す幅 W，長さ L，高さ H を持つ直方体で表現

り移動物体の大きさ( Wmeas ， Lmeas )を算出するには，

し，高さは移動グループの高さ情報をそのまま用い

追跡物体の機首方向を知る必要があるため，機首方

る．

向はカルマンフィルタにより推定した速度推定値

図 8 に示すように，追跡物体の機首方向を y 軸と

をもとに定める．

する xv y v 座標系を定義し，各軸に対する移動グルー

5.2 データアソシエーション

プを構成するセルの座標値より追跡物体の幅 Wmeas ，

複数の移動物体が存在する実環境では複数の移動

長さ Lmeas を算出する．そして，追跡物体の大きさ（W，

グループが存在する．このような状況において移動

L）を次式で推定する 14)．

物体を正確に追跡するためには，複数の追跡物体と
Wk  Wk 1  G(Wmeas  Wk 1 )

 Lk  Lk 1  G ( Lmeas  Lk 1 )

移動グループをうまく対応づけるデータアソシエー

(1)

ションが必要である．データアソシエーションのた
め，各移動グループの代表点を定義する．移動グル

ただし，k，k  1 は時間ステップ，G はゲインであ

ープ代表点の座標値は移動グループを構成する移動

る．

セル群に対し Rotating Calipers 法により求めた長方
形の重心とする．なお，32 層 MLS からの観測値の
高さ情報は遠距離では不正確になることから，本研
究では移動グループの高さ情報をデータアソシエー
ションには利用しない．
いま，データアソシエーションの説明のため，図
9 に示すように，センサノードは前時刻において自
動車と人物 1 を追跡しており，現時刻においてそれ

Fig. 7 Cuboid of tracked object

らに関する移動グループとともに新たに，人物 2 に
関する移動グループが得られた場合を考える．図 9
の状況における追跡物体(T1，T2)と移動グループ(グ
ループ 1～4)，移動グループ代表点(M1～M4)を図 10
に示す．なお， T1，T2 はそれぞれ，自動車と人物
1 に対応し，M1 と M2 は自動車に，M3，M4 はそれ
ぞれ，人物 1，2 に対応する．
データアソシエーションでは，カルマンフィルタ
により前時刻に推定した追跡物体(T)の位置・速度推
定値から現時刻の追跡物体の位置を予測する．
次に，
その予測位置まわりに前時刻の大きさ推定値よりも
長さ・幅ともに 1.0[m]大きい有効領域を設ける．そ
Fig. 8 Size estimate of vehicle. Red squares indicate
moving cells. Blue arrow indicates vehicle heading.

して，図 10 に示すように，複数の有効領域が重複す
る場合は，有効領域内の追跡物体をひとつのクラス
タにまとめる．
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両の一部と判断されて誤対応するのを防ぐため，人物，
車両の順で行う．
図 10 の例では，大きさ推定値より追跡物体 T2 が人
物と判断されると，移動グループ代表点 M3 と M4 のう
ちユークリッド距離が小さい M3 が T2 と対応付けられる．
次に追跡物体 T1 が車両と判断されると，移動グループ
代表点 M1 と M2 の両方が T1 と対応付けられる．対応

Fig. 9 Moving group obtained by two sensor nodes. Red
squares and light-blue triangles indicate moving cells and
their representative points, respectively.

付けを行った結果，M4 と対応付けられる追跡物体はな
いため，M4 を新規追跡物体と考え，新たに追跡を開
始する．
さて，実環境ではセンサ視野内に新しい物体が現
れたり，追跡物体が視野から出たり，オクルージョ
ンなど様々な状況が発生する．また，データアソシ
エーションにより対応づけられない追跡物体や移動
グループ代表点も存在する．このような状況におい
ても，安定した追跡を行うため，ルールベースの追
跡管理法を導入している7)．
６．基礎実験

Fig. 10 Data association. Red squares and light-blue
triangles indicate moving cells and their representative
points, respectively. Black circles indicate predicted
positions of tracked objects.

図 11 に示す環境において，2 台の移動センサノー
ドにより 2 人の歩行者と 1 台の自動車を追跡する実
験を行った．センサノード 1，2 の移動速度は
0.8[km/h]，0.5[km/h]，歩行者 1，2 の移動速度は
3.0[km/h]，1.5[km/h]，自動車の移動速度は 3.0[km/h]

図 10 中の表に，
クラスタ内の追跡物体と移動グル

である．追跡時間は 26.0[s]である．

ープ代表点との関係を示す．表の状況と以下のルー

図 12 に 2 台のセンサノード情報を用いた協調追跡

ルを考慮して追跡物体と移動グループとの対応付け

における移動物体の走行軌跡と大きさ推定結果を示

を行う．

す．また，図 13(a)にセンサノード 1 のみの情報を用

(a)車両(自動車，二輪車)の場合

いた単独追跡の結果を，図 13(b)にセンサノード 2

図9，10 に示すように，1 台の車両からは複数の

のみの情報を用いた単独追跡の結果を示す．

移動グループ代表点が得られる場合があるため，有

図 13 の単独追跡では，
建物によりセンサノードの

効領域内の全ての移動グループ代表点を車両からの

MLS の視野に死角が生じ，移動物体を全時刻におい

ものとして対応付ける．

て追跡できていない．しかし，協調追跡により死角

(b)人物の場合

を軽減して長時間追跡できているのが分かる．

1 人の人物から複数の移動グループ代表点が得ら
れることはないので，追跡物体と移動グループ代表
点を1 対1 で対応付ける．
追跡物体が人物，車両かのいずれかの判別は大き
さ推定値に基づいて行う．また，データアソシエーショ
ンの順序は，人物に関する移動グループ代表点が車
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Fig. 11 Experimental environment and movement paths of moving objects. Yellow lines indicate paths of two sensor
nodes. Red, blue, and green lines indicate paths of car, pedestrian #1, and pedestrian#2, respectively.

Fig. 12 Experimental result of cooperative tracking by two sensor nodes. Red, blue, and green dotted lines indicate
estimated positions of car, pedestrian #1, and pedestrian#2, respectively. Cuboids indicate estimated size of the moving
objects.

(a) Sensor node #1

(b) Sensor node #2
Fig. 13 Experimental result of individual tracking
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７．結

論

本報告では，筆者らがこれまで提案してきた SLS
を搭載した複数の移動センサノードによる協調移動
物体追跡法を，MLS を搭載した複数の移動センサノ
ードによる協調移動物体追跡法に拡張した．
そして，
追跡実験により，提案手法の基本的な有効性を示し
た．
提案した協調追跡システムではサーバがすべての
センサノード情報を集約する集中構造となっており，
サーバや通信系の故障に脆弱である．そのような欠
点を軽減するため，情報処理の分散化が今後の課題
である 15)．また，協調追跡システムでは，センサノ
ードの高精度の自己姿勢認識が必要であり，非
GNSS 環境下で機能する自己姿勢認識システムの構
築も課題である．
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Smart measurement and control systems based on computational
intelligence
–Control systems using multi–layer quantum neural network with qubit neurons–
Kazuhiko TAKAHASHI*

and Masafumi HASHIMOTO**

(Received 31 March, 2016)
In this paper, the control performance of an adaptive controller using a multi–layer quantum neural network
comprising qubit neurons as an information processing unit is investigated. The control system is a self–tuning controller
whose feedback gain parameters are tuned online by the quantum neural network to regulate state variables of the
plant. Computational experiments to control a discrete–time nonlinear plant are conducted to evaluate capability and
characteristics of the proposed controller. Experimental results show feasibility and eﬀectiveness of the proposed controller.

Key words ： computational intelligence, neural network, intelligent control systems, nonlinear systems
キーワード ： コンピューテーショナル・インテリジェンス, ニューラルネットワーク, 知能制御システム, 非線形システム

コンピューテーショナル・インテリジェンスによる
スマート計測・制御

–階層型量子ビットニューラルネットワークによる制御システム–
高橋 和彦, 橋本 雅文

1

ニューラルネットワークによりレギュレータシステムの

はじめに

制御パラメータを自動調整するセルフチューニング制御
ロボットシステムにおいては，搭載された多数のセン

システムの設計手法を提案し，その有効性と性能につい

サーによって収集された環境や人物などに関する様々な

て非線形プラントを制御対象とした数値実験によって評

高次元情報を処理することにより，多様な状況に適応・

価した結果について述べる．

学習することが可能な知能制御システムを構築すること
が求められる．そのような制御システムの設計には，コ

2

ンピューテーショナル・インテリジェンス（計算知能）
の応用が有効であり，高次元情報の処理手法の一つとし

量子ビットニューラルネットワーク

近年，量子計算とニューラルネットワークを融合させ

てニューラルネットワーク手法の利用が期待されている．

た量子ニューラルネットワークの研究が盛んに行われて

本報告では，ニューラルネットワークを用いた適応・

いる 1) ，量子ニューラルネットワークのひとつである量

学習制御システムの設計問題として，階層型量子ビット

子ビットニューラルネットワークは，ニューロンの状態

* Information Systems Design, Faculty of Science and Engineering, Doshisha University, Kyoto
Telephone : +81-774-65-6434, E-mail : katakaha@mail.doshisha.ac.jp
** Intelligent Information Engineering and Science, Faculty of Science and Engineering, Doshisha University, Kyoto
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記述と量子力学の状態記述とのアナロジーに基づく量

価関数

子ビットの複素関数による状態記述と量子ゲートによる

J(k) =

演算をモデル化した量子ビットニューロンを処理素子と

1
ke(k)k2
2

(6)

して構成されたニューラルネットワークであり 2) ，実数

を最小化するように誤差逆伝搬法を用いる．ここで，e(k)

ニューラルネットワークに比べて高い学習能力を有する

は，教師信号と階層型量子ビットニューラルネットワー

特徴があることから，様々な応用が試みられている．こ

ク出力との誤差である．むだ時間 d を考慮した場合，パ

こでは，量子ビットニューロンを用いた階層型のネット

ラメータ更新則は

ワークを対象とする．

ω(k + 1) = ω(k − d) − η

ある時刻 k における入力層第 l ニューロンへの入力を

Il (k) とすると，入力は区間 [0, π/2] の位相情報に変換さ

(7)

で与えられる 3) ．ここで，η は学習係数である．

れる．

π
vl (k) = ξ( σ(Il (k)))
2

∂J(k)
∂ω(k − d)

(1)

階層型量子ビットニューラルネットワークによる
セルフチューニングレギュレータ

3

ここで，ξ(ϕ) = eiϕ ， σ(·) は変数を区間 [0, 1] に変換す

本報告では，レギュレータ問題を考える．制御対象の

る関数である．

特性が以下の離散時間状態方程式で与えられていると

隠れ層第 j 量子ビットニューロンの入出力関係は

π H
H
H


 zj (k) = ξ( 2 δj (k) − arg vj (k))
∑
(2)
H
H

(k))ξ(vl (k)) − ξ(λH
(k)
=
ξ(θl,j
v

j (k))
j


する．

x(k + 1) = f [x(k), u(k)]

(8)

l

ここで，f (·) はシステムの特性を表す関数，x(k) はプ

により，出力層第 i 量子ビットニューロンの入出力関係は

π O
O
O


 zi (k) = ξ( 2 δi (k) − arg vi (k))
∑
(3)
O

v O (k) =
ξ(θj,i
(k))ξ(zjH (k)) − ξ(λO

i (k))
 i

ラントの状態変数ベクトル，u(k) は制御ベクトルであ
る．状態変数ベクトルの目標値を平衡点 xd として制御
誤差を (k) = xd − x(k) とすると

j

(k + 1)

により与えられる．ここで，δ(k) は反転パラメータ，θ(k)

= xd − x(k + 1)
= xd − f [x(k), u(k)]

は位相パラメータ，λ(k) は閾値パラメータである．
出力層第 i 量子ビットニューロンの量子ビット状態

(9)

と書くことができる．制御器の関数を g とし，制御入

|1i の確率が観測可能であるとすると，階層型量子ビッ

力を

トニューラルネットワークからの出力は，次式で与えら

u(k) = g[x(x − i), u(k − j)]

れる．

uqbtnni (k) = Im(ziO (k))

2

(10)

により合成するものとする．ただし，i = 0, 1, · · · , n，

(4)

j = 1, 2, · · · , m（n，m は次数）である．

以上より，階層型量子ビットニューラルネットワークによ

f および g の逆関数が存在すると仮定すると，

る写像を表す関数を Fqbtnn (·)，階層型量子ビットニュー

lim (k + 1) = 0 とする制御入力は，ある関数 h を

k→∞

ラルネットワークの可調節パラメータ δ ，θ，λ で構成さ

用いて形式的に次のように表すことができる．

れるパラメータベクトルを ω で表すと，階層型量子ビッ

u(k) = h[xd , x(k − i), u(k − j)]

トニューラルネットワークの入出力関係は

uqbtnn (k) = Fqbtnn [ω(k), I(k)]

(5)

(11)

状態量が観測可能と仮定し，制御器として可変ゲイン

G(k) による状態フィードバック制御を行うレギュレー

と表すことができる．

タを考えると制御入力は

階層型量子ビットニューラルネットワークの可調節パ

u(k) = G(k)x(k)

ラメータ ω の学習は，制御誤差が最小となるように評
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(12)

により与えられる．ここで，制御ゲイン G(k) を階層型

1.0

的に調整することでセルフチューニングレギュレータを
構成すると制御入力は

u(k) = uqbtnn (k)x(k)

(13)

xd

x(k − i)

u(k − j)

]

(14)

20

40
60
80
sampling number k

100

Fig. 1. Experimental result of controlling nonlinear
plant using developed multi–layer quantum neural
network–based self–tuning controller.

（i = 0, 1, · · · , n，j = 1, 2, · · · , m）を用いる．

4

x3

0

トニューラルネットワークの入力ベクトルとして

[

x2

0

で与えられる．式 (11) と式 (13) より，階層型量子ビッ

I T (k) =

x1

state variable x

量子ビットニューラルネットワークの出力によって適応

数値シミュレーション実験

設計したセルフチューニングレギュレータの有効性を

を必要とする場合もあるが，学習収束後は制御目的を

調べるため，制御対象に次の離散時間非線形プラント 4)

達成できており，提案する階層型量子ビットニューラル

を使用して数値実験を行う．

2

 x1 (k + 1) = x1 (k) − x3 (k) + u (k)
x2 (k + 1) = 2.0x1 (k) − (1 + 0.5x2 (k))u(k)


x3 (k + 1) = x1 (k)(x2 (k) − x3 (k)) + u(k)

ネットワークによるセルフチューニング制御システムの
有効性が確認された．

(15)

次に，設計した制御系の実問題への適用例として，水
平面内で一定速度で走行するビークルの姿勢制御への
応用を検討する．ビークルが直線経路を走行し，急な

このプラントは，線形部の固有値に不安定な極を有して

ステアリング操作がない範囲で運動するものとして得

いる．階層型量子ビットニューラルネットワークは，隠

られたビークル重心の横位置とヨー角に関する運動方

れ層を 2 層持つ 4 層構造とし，入力層と出力層のユニッ

程式 5) をサンプリング時間 0.1sec で離散化したものを

ト数は，制御対象の式 (15) を考慮して決定する．状態

制御対象とし，プラント入力である前輪のステアリン

変数が 3 個であり，状態変数ベクトルの目標値を平衡点

グ角を階層型量子ビットニューラルネットワークを用い

である原点とすると，入力層におけるユニット数は，式

(14) において i = 0，j = 1 として 4，出力層における

たセルフチューニングレギュレータによって生成する．

ユニット数は，式 (12) より 3 となる．なお，式 (7) の計

プラントの状態変数はビークル重心の横位置 x1 とヨー

算において，コントローラのヤコビアンとプラントのヤ

角 x2 ，およびそれらの速度である．階層型量子ビット
ニューラルネットワークの入力層におけるユニット数は

コビアンが必要となるが，本実験では，先見情報が利用

5，出力層におけるユニット数は 4 であり，コントロー

可能と仮定し，式 (13) および式 (15) より解析的に求め

ラとプラントのヤコビアンは先見情報によって与えるも

たものを使用した．学習では学習係数を 0.1 に固定し，

のとした．本実験では，学習は学習係数を 0.001 とし，

プラントの初期値を |xi (0)| ≤ 1（i = 1, 2, 3）でランダ

プラントの初期値は |x1 (0)| ≤ 1 でランダムに与え，残

ムに与えて行い，学習が収束した後の評価実験では，プ

りは xi (0) = 0（i = 2, 3, 4）として行い，学習が収束し

ラントの初期値を xi (0) = 1（i = 1, 2, 3）として制御シ
ミュレーションを行った．隠れ層のユニット数は階層型

た後の評価実験では，プラントの初期値を x1 (0) = 1，

量子ビットニューラルネットワークの学習が収束して制

xi (0) = 0（i = 2, 3, 4）として制御シミュレーションを
行った．隠れ層のユニット数は試行錯誤的に決定し，本

御目的が達成されることを基準として試行錯誤的に決定

実験では 2 層いずれも 20 とした．

し，本実験では 2 層いずれも 12 とした．
図 1 にシミュレーション結果を示す．不安定なプラン

図 2 にシミュレーション結果を示す．階層型量子ビッ

トであるため，階層型量子ビットニューラルネットワー

トニューラルネットワークを用いたセルフチューニング

クの初期値の状態によって学習の収束に多くの学習回数

レギュレータによる姿勢制御の効果が確認された．
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Fig. 2. Experimental result of controlling a moving
automotive vehicle using developed multi–layer quantum neural network–based self–tuning controller.

おわりに

5

本報告では，コンピューテーショナル・インテリジェ
ンスの応用による知能制御システムの実現を目的とし
て，階層型量子ビットニューラルネットワークを用いた
セルフチューニングレギュレータの設計方法を提案し，
非線形プラントを制御対象とした制御シミュレーション
実験を行い，提案するニューラルネットワークを用いた
制御システムの有効性について明らかにした．
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Driving Walking-Support Robot Based on
Subject Monitoring and Subject's Force Sense
－Motion control of Walking-Support Robot System based on estimation
of Subject's intention in his/her walking－
Ryuichi YOKOGAWA*, Toru TSUMUGIWA*

(Received March 31, 2016)

The purpose of this study is to present the control method by which the distributed cooperative robot system constructed of the
omnidirectional-cane-type-walking-support robot is able to statically prevent the walking subject's fall based on the subject's force
presentation and the subject's leg movement estimation. We propose the presentation of the subject's input force at the subject's arm
rest. The movements of the legs are measured using the laser range sensor (URG). When the angle between the input force direction
and the leg movement direction is less than 30, the robot movement (velocity) is controlled based on the impedance model. The
relative position between the subject and the robot was geometrically determined so that the subject might keep walking stably by the
robot support. The measurement results indicated that the robot system can support the subject's walking stably.
Key words：Walking Support, Fall Prevention, Cane Robot, Laser Range Sensor, Force-Torque Sensor
キーワード：歩行補助，転倒防止，杖ロボット，レーザレンジセンサ，力覚センサ

生体・力覚情報に基づく運転操作
－要介助者の動作意図推定に基づく歩行支援ロボットの運動制御－

横川

隆一，積際

1.はじめに

徹

援ロボットの転倒防止制御法の開発を行った．本年

日常の生活の中で筋肉を刺激し歩行能力を維持

度は，独立した 2 台の杖型歩行支援ロボットの一体

できれば，高齢者にとって自然に楽しく生活の質

型歩行支援制御に，これまでの研究成果を拡張する．

（クオリティ・オブ・ライフ：QOL）を保つことが

要介助者は左右の肘および前腕を左右それぞれの

1)

できる ．しかし，脚力が弱った高齢者は，歩行の

杖型ロボットに配置して，歩行中の身体のバランス

際に転倒する可能性が大きく，彼らの歩行の補助を

をとることができる．2 台のロボットは通信機能お

行うとともに，その転倒を防止する歩行支援ロボッ

よびレーザレンジセンサによって協調した介助動

1-5)

．前年度の研究では，力

作が行える．要介助者の体型に応じて，ロボット間

覚提示と下肢運動推定に基づく 1 台の杖型の歩行支

の相対位置を可変できる．本研究では，特に，2 台

トが必要とされている

*Faculty of Life and Medical Sciences, Doshisha University,Kyoto
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の杖型ロボットの一体型歩行支援機能について提

腕支持パッドで要介助者の上肢を支えることで歩

案する．使用者がロボットへ入力する操作力の提示

行車のような歩行支援を行う．前腕支持パッドの下

から使用者が意図する歩行方向を推定するととも

部には 6 軸力覚センサ（WEF-6A200-4：ワコーテッ

に，レーザレンジセンサによって計測される下肢の

ク社製）を設置しており，使用者が加えた操作力を

位置から歩行中の使用者が転倒しないように静的

検出することができる．制御部は制御 PC（OS：

な安定性を保つ支援ロボットシステムの運動制御

Windows XP，CPU：Core i3 3220T，Memory：4GB），

法を提案する．

マルチ IO ボード（AIO-163202F-PE：CONTEC 社製），
無線 LAN アダプタから構成されている．モータの制
2．方法

御と 6 軸力覚センサの取得のサンプリングタイムは

2.1 分散協調型歩行支援ロボット

15 ms である．2 台の歩行支援ロボットを一体型と

歩行する要介助者の運動能力に応じて，支援ロボ

して使用するとき，左側ロボットの走行部に取り付

ットの機能を提供できるように，2 台の杖型ロボッ

けられたレーザレンジセンサが水平面の走査を行

トから構成される(Fig.1)．杖を使えば十分に歩行

い，右側ロボットの位置を検出する．左側ロボット

できる要介助者は，1 台のロボットのみを使用する．

のレーザレンジセンサは（URG-04LX：北陽電機社製）

杖だけでは歩行が難しい要介助者は，2 台のロボッ

の主な仕様は，計測距離 5600 mm，計測角度 240 deg，

トを用いる．ロボット間およびロボットと要介助者

角度分解能 0.36 deg，サンプリングタイム 100 ms

の相対位置・姿勢はロボットに取り付けられたレー

である．右側ロボットの走行部のレーザレンジセン

ザレンジセンサによる位置計測によって推定され

サは水平面を走査し，要介助者の足首の高さの脚位

る．要介助者は，ロボットの前腕配置部に取り付け

置の推定を行う．右側ロボットのレーザレンジセン

られた力センサによって，歩行方向を入力する．ロ

サ（UBG-04LX-F01：北陽電機社製）の主な仕様は計

ボットは，無線 LAN を通じて互いの力センサの入力

測距離 4095 mm，計測角度 240 deg，角度分解能 0.36

およびレーザセンサによる位置計測データを送受

deg，サンプリングタイム 30 ms である．

する．
本研究では，2 台の杖型ロボットの一体型歩行支援

2.3 支援の対象者

に関するロボットの制御方法を提案する．

対象者は，両下肢の筋肉が衰えて，立位時のバラ
ンス保持が難しく，杖だけの歩行では危険を伴うが，

2.2 杖型ロボットの仕様

両手で歩行器等のアームを支持すれば，上半身の体

杖型ロボット単体は，走行部，昇降部，操作部，

重を支えることが可能な高齢者である．

および制御部の 4 つの部分から構成される．その大
きさは，幅 570 mm，全長 495 mm，高さ 920–1320 mm

2.4 歩行支援時の歩き方

（可動式）
，であり，質量は 39 kg，最大並進速度は

歩行器や歩行車を使用したリハビリテーション

1.2 m/s である．走行部は 100W ブラシレス DC モー

における歩行動作を参考に，要介助者の身体能力に

タ（BLH5100K-15：オリエンタルモーター社製）に

応じて 2 種類の補助運動をロボットに行わせた．歩

よって回転するオムニホイール（TD-120[HS98]：土

行動作 A では，要介助者が，立位時（両方の脚が地

佐電子社製）を 3 個使用した移動機構であるため，

面に設置している状態），ロボットは停止・ロック

全方向への移動が可能である．昇降部は 50W ブラシ

状態において，両方の脚の前後の位置を揃えた状態

レス DC モータ（BLH450K-A：オリエンタルモーター

で，どちらかの脚を前へ踏み出す．そして，踏み出

社製），ボールねじ，ウォームギアを用いたセルフ

した足の前後の位置に合わせるように，もう一方の

ロック機構であり，使用者の身長に合わせて，前腕

脚を踏み出す．さらに，立位状態で一体型のロボッ

支持パッドの高さを調整することが可能である．前

トを前へ動作させる．その後，再び，どちらかの脚
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を前へ踏み出し，上記の歩行運動を繰り返す．歩行

サの取り付け位置を原点として 570  X  80 mm，

動作 B では，要介助者が，立位時（両方の脚が地面

730  Y  120 mm とした．この測定範囲をレーザレ

に設置している状態），ロボットは停止・ロック状

ンジセンサが走査するごとに脚位置の推定を行う．

態において，どちらかの脚を一歩前へ踏み出す．そ

計測データは走査平面における脚の輪郭の一部が

して，立位状態で，ロボットを前進させる．ロボッ

座標系  R XY に関する i 組の座標として得られる．

トが停止・モータをロックした後，先ほどとは逆の

i 番目の座標と i-1 番目の座標の距離を算出し，そ

脚を前へ踏み出す．さらに，立位状態で，ロボット

の値が 20 mm 以上になっている箇所で区切り，複数

を前進させる．その後，以上の動作を繰り返す．立

の座標の群に分割する．各群の座標の代表値をその

位時に，ロボットを動作させ，要介助者の脚運動中

群に属するすべての座標の平均値とする．その後，

には，ロボットを停止させるため，レーザレンジセ

各群に属する座標の数が最も多い群と 2 番目に多い

ンサによる脚の運動方向，および腕置き部に取り付

群を脚と判断し，それぞれの座標を  X 1, Y1  ，およ

けられた力センサによる要介助者の上体の移動方

び  X 2 , Y2  とする．なお，群が 2 つ以上存在しない

向から歩行状態を推定して転倒防止を行うアルゴ

場合，あるいは X 1  X 2 のときには，脚と推定され

リズムを提案する．

る座標には，1 走査前に推定された脚の座標を用い
る．ロボット座標系  R XY において推定された 2
つの座標の中で X 座標の大きい方を右脚の座標，小

2.5 転倒防止アルゴリズム

さい方を左脚と推定する．

本ロボットの走行部に取り付けられたレーザレ

(i)

ンジセンサで要介助者の各脚の動作方向を検出す
ることによって要介助者のレーザレンジセンサ走
査面上での移動方向・速度を示す移動ベクトル

VLeg を推定する．VLeg はロボット座標系  R XY に

(ii)

X 1  X 2 のとき，

  Rn X , RnY    X 1 , Y1 

  Ln X , LnY    X 2 , Y2 
X 1  X 2 のとき，

，

  Rn X , RnY    X 2 , Y2 
，

  Ln X , LnY    X 1 , Y1 

おいて表される．同時に，左右の杖ロボットの前腕
支持部に取り付けられた力センサの計測結果より

(1)

左右ロボットのそれぞれの操作力ベクトル FL およ

ここで， n 回目の走査における右脚の座標を

び FR のロボット座標系  R XY における操作方向

 Rn X , RnY  ，左脚の座標を  Ln X , LnY  とする．

ベクトル VFR および VFL を求める．移動ベクトル

X 1  X 2 のときには，1 走査前に推定された脚の座
標を用いるので， X 1  X 2 である．

VLeg と左右ロボットのそれぞれの操作方向ベクト
ル VFi ( i  L,R )との角度差がいずれも設定値以下
なら，要介助者の意図する歩行方向と要介助者の身

2.5.2 脚の移動速度・方向の推定

体の移動方向が一致していると判断し，左右それぞ

式(2)は，レーザレンジセンサの走査間隔におけ

T

れの操作力ベクトル Fi  (FX ,FY ,M Z ) （ i  L,R ）

る脚の移動の変化を示している．


 Rn X - Rn-1 X 
 R =  R Y - R Y 

 n
n-1 
，

 L =  Ln X - Ln-1 X 
L Y -L Y 

 n
n-1 

を左右それぞれのロボットのインピーダンスモデ
ルへの入力とする．ここで， Fi は i 軸方向の力の大
きさ，そして M Z はロボット座標系  R XYZ におけ
る Z 軸に関するモーメントの大きさを表す．

(2)

ここで， R および L は，それぞれ右脚および

2.5.1 脚位置の検出

左脚の移動変化ベクトルを表す．

右ロボットは走行部にレーザレンジセンサが取

左右の脚の変化の大きさ R と L を比較する．

り付けられており要介助者の足首の高さの水平面

そのとき，より大きな変化の大きさをもち，かつそ

を計測する(Fig.2)．測定範囲はレーザレンジセン
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の値が 20 mm 以上である脚を遊脚と判断する．また，

は j 軸方向の並進運動に関する粘性係数（Ns/m），

R と L のどちらも 20 mm 以下の場合は，要介助

IDZ はロボット座標系  R XYZ における Z 軸周り

者の両足は立位状態と判断する．遊脚であると判断

の回転運動に関する粘性係数（Nms/rad）を表す．

された脚の移動ベクトルを VLeg とする．

それぞれのインピーダンスモデルへロボットの
操作力ベクトル Fi を入力し，4 次のルンゲ・クッタ

2.5.3 歩行意図と移動方向

法を用いてインピーダンスモデルの式を数値積分

VLeg と操作方向ベクトル VFi ( i  L,R )のなす角

（ i  L,R ）
することで，速度指令ベクトル Vi（  x i ）
が求められる．2 台を一体型で用いるときには，そ

度を式(3)によって求める．

れぞれの速度指令ベクトル Vi （ i  L,R ）の算術平

左右それぞれのロボットに対して，移動ベクトル

i = cos -1

VLeg ×VFi

均によって目標速度 VC を求める．ロボット間の相

， （3）

対位置が右ロボットのレーザレンジセンサによっ

VLeg × VFi

て計測されるので，右ロボットの速度指令ベクトル

ここで， VLeg および VFi は座標系  R XY で表さ

V*R に位置補正速度ベクトル VP を加える．VP を加

れる．

えることによって，2 台のロボットの動作を協調さ

i が 30 deg 以下のとき，要介助者の歩行意図と

せる．したがって，ロボットへの指令速度ベクトル

脚の移動方向が一致していると判断し，操作力ベク

T

V* （  (V*R ,V*L ) ）は次式で与えられる．

T

トル Fi  (FX ,FY ,M Z ) （ i  L,R ）を左右ロボッ

V*R  VC  VP 
V   V    0  ， (5)
 *L   C   

トのそれぞれのインピーダンスモデルへ入力とし
て与える．i のいずれかが 30 deg より大きい場合，
要介助者の歩行意図と脚の移動方向が不一致であ

ここで， VC 

ると判断し，ロボットのインピーダンスモデルへの
入力は Fi   0 , 0 , 0  N とする．
T

VR  VL
である．
2

ロボットへの指令速度ベクトル V* を３つのオムニ
ホイールを用いた駆動系の逆運動学

2.6 インピーダンスモデルによるロボットの速度

6)

へ代入して，

各モータへの指令角速度を求める．各モータへの指

制御

令角速度は IO ボードを通してモータドライバへ送

本ロボットシステムは，要介助者の歩行能力に応

られ，一定の制御サンプリングで PID 制御によって

じて，ロボットの使用台数を可変できることが利点

モータの角速度が制御される．

である．要介助者にとって，1 台のロボットを用い
るときと 2 台を協調動作制御して用いるとき，制御

2.7 転倒防止アルゴリズムの検証実験

モードを容易に切り替えることが必要である．その

歩行動作 A と歩行動作 B に対して転倒防止アルゴ

ため，左右ロボットはそれぞれ次式で与えられるイ

リズムの検証を行った．歩行動作 A では，左脚‐右

ンピーダンスモデルを持つ(Fig.3)．

脚の順番に踏み出す場合とその逆の 2 通りを行った．

Mxi + Dx i = Fi ，



(4)

歩行動作 B では，左脚を踏み出す場合，右脚を踏み



こ こ で ， M  diag M X ,M Y ,I Z で あ り ， M j
（ j  X ,Y ）は j 軸方向の並進運動に関する慣性係

出す場合の計 2 通りで行った．それぞれの歩行にお

数（Kg）， I Z はロボット座標系  R XYZ における Z

す方向は，前および左右方向とした．各動作におけ

いて，操作力方向は，前および右方向，脚を踏み出

軸周りの回転運動に関する慣性係数（kgm /rad），

る操作力方向と脚の踏み出し方向の組み合わせを

diag    は対角要素が    である対角行列を表す．

表 1，2 に示す．表における Normal は操作力方向と

2

D  diag  D X ,DY ,IDZ  であり， D j （ j  X ,Y ）

脚の移動方向が 30deg 以下であり正常な歩行を
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Abnormal は 30deg 以上であり転倒の危険を示す歩

ることが示された．また，表 3 より歩行動作 A およ

行である． 1 つの場合において 3 回の実験を行った．

び B のいずれでも 2 台のロボット間の相対距離は

被験者は健常者男性 1 名とした．ロボットへは，前

30mm 以下，そして相対角度は 2.0deg 以下であり，

または右方向に 0.4 m/s の速度で動作するようにそ

要介助者の立位姿勢における重心動揺の報告結果 7)

れぞれ操作力と指令速度を入力した．被験者の両踵

と比較すると，本ロボットの相対距離・角度の方が

と 2 台のロボットそれぞれの運動を 3 次元位置計測

小さく，2 台のロボット間の相対位置の偏差が要介

器（VENUS 3D モーションキャプチャシステム：ノ

助者の歩行に悪影響を与えるとは考え難い．したが

ビテック社製，計測周期は 10 ms）を用いて計測し

って，本実験結果は，分散協調による 2 台のロボッ

た．

トの一体型歩行支援の有効性を示すものといえる．
3.

5.

結果

結論

正常歩行のとき，3 次元位置計測器で計測した各

レーザレンジセンサによる要介助者の歩行時

ロボットの位置から算出した 2 台のロボット間の相

の脚の位置計測と力センサによる歩行ロボット

対距離と相対角度の標準偏差，脚の移動ベクトルと

への操作力の計測データから要介助者の歩行意

操作力ベクトルのなす角度の平均を表 3 に示す．図

図を推定し，転倒防止を行う運動制御法を提案し

4 は歩行動作 A の結果の一例であり，表 3 よりθが

た．実験によりその有効性を示した．

30 deg 以下であるため両脚の移動後に本ロボット
が動作していることが確認できる．図 5 は歩行動作
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Table 1. Combinations of each pattern in the walk A

User

Motion

Left
robot

Normal

URG

Force
direction

Leg
direction

Front

Front

Right

Right
Left
Right

Front
Abnormal
Right

Table 2. Combinations of each pattern in the walk B

Right robot

Motion

Fig. 1. Distributed cooperative walking-support
robots and a user

Normal

Z

X

Legs
R

Right robot

Right

Right
Left
Right

Moving
leg
Left
Right
Right
Left
Right
Left
Right

Front

Table 3. Measurement results in the Walk A and B
Movement
Walk
Average
θ [deg.]
S.D.
Relative distance [m]
Relative angle [deg.]

Fig. 2. Measurement of the position
of the user’s legs (The top view)

Normal
A
B
7.6
6.7
5.3
4.5
0.018
0.027
1.7
2.0

Abnormal
A
B
83.9
82.1
4.9
5.3

Right Leg
Left Leg
Robot

1.5

User
Left robot

DX M X

1.0
0.5
0.0
0.0

MY
DY

Applied forces
Mass
Damper
Virtual wall
Y

Fig. 3. An impedance model

(The top view)

1.0

2.0

3.0

Time [s]
Fig. 4. Velocities of the robot system and the legs in the walk A
Right Leg
1.5
Left Leg
Robot
1.0
Velocity [m/s]

X

IDZ

Front

Right

Left robot

Right robot

Front

Abnormal

Y

Velocity [m/s]

URG

Force
Leg
direction direction

Front

－730 ≤ Y ≤ －120 mm

－570 ≤ X ≤ －80 mm
Scanning
range

IZ

Front

Moving legs
1st
2nd
Left
Right
Right
Left
Right
Left
Left
Right
Right
Left
Left
Right
Right
Left

0.5
0.0
0.0

2.0
3.0
Time [s]
Fig. 5. Velocities of the robot system and the legs in the walk B
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Brain Activity Detection using Wearable NIRS

Akari Shimose*, Kazuki Yanagisawa, Hitoshi Tsunashima
(Received February 26, 2016)

Brain Computer Interface (BCI) is a system that controls machines and devices by extracting neural information from human
brain activity and it is expected for nursing robot such as an artificial hand. The present study focuses on BCI that uses near-infrared
spectroscopy (NIRS). However a conventional detection method of brain activity is simple thresholding. Therefore, it is difficult obtain
highly accurate control operations. In this study, we developed an NIRS-BCI system with the neural network. This system can detect
the intention from human brain activity and output on/off signal in real time. Performance evaluation of the sysem showed the correct
rate using virtual NIRS signal was 97.9% and the average correct rate using NIRS signal measured from 10 participants was 61.8%.
Key words：NIRS(Near Infrared Spectroscopy), BCI(Brain Computer Interface), machine learning, Neural network
キーワード：近赤外分光法,ブレイン・コンピュータ・インターフェース,機械学習,ニューラルネットワーク

ウエアラブル NIRS 使用時の脳活動識別について

日本大学 生産工学部 機械工学科 下瀬あかり，栁澤一機，綱島均

1. はじめに

少なく電気的ノイズに強いため，使用者への負担が

現在，ブレイン・コンピュータ・インターフェー

小さく電子機器からの影響も少ない．さらに近年開

ス（BCI：Brain Computer Interface）の研究が盛

発が行われているウエアラブル NIRS
（例えば Fig.1）

んに行われている 1)．BCI とは，人間の脳で考える

を用いることにより，運転中のドライバの脳活動計

ことを脳神経情報として取り出し，運動器官を用い

測が容易になる．一方，大型のマルチチャンネル型

ず機械に入力することにより機器を制御するシス

NIRS を用いた脳活動の識別に関する報告はあるが，

テムである．手足を動かすことなく脳神経情報から

ウエアラブル NIRS による脳活動の識別に関する

直接機器の操作が行えるため，体を動かせない人と

報告は行われていない．

の意思疎通の補助や，義手・義足などへの応用が期
待できる．
先行研究における BCI としては，脳波（EEG：
Electroencephalogram）を用いた BCI が多数研究
されている．しかし，EEG は使用者の体動による
影響が大きく，電気的ノイズに弱いという問題があ
る ． こ れ に 対 し て 近 赤 外 分 光 法 （ NIRS ： Near
Infrared Spectroscopy）は EEG よりも体動制限が

Fig. 1. Wearable NIRS (Dynasence)

* Nihon University, College of Industrial Technology
Telephone: 047-474-2339, E-mail: ciak15015@g.nihon-u.ac.jp
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NIRS を用いた脳活動の識別としては，Sagara ら

2.3 信号処理

2)が単純な閾値による脳活動レベルの判定を用いた

NIRS 信号にはノイズを除去するために移動平均

NIRS-BCI システムを開発している．しかし，NIRS

処理を行った．移動平均点数はサンプリング周期

信号は個人ごとに脳活動パターンの差が大きいた

0.229 秒の信号に対して 25 点とした．また，その

め，精度よく脳活動の識別を行うことが難しい．そ

信号から微分値を算出した．微分値には移動平均点

のため，個人ごとの脳活動に対応した識別方法が必

数 55 点の移動平均処理を行った．
また，学習データとして使用する NIRS 信号とそ

要である．
そこで，本研究では識別方法として機械学習を用

の微分値に対しては，最小値が 0，最大値が 1 とな

いた NIRS-BCI システムの開発を行った．小型の

るよう正規化を行った．未知データとして使用する

NIRS 装置を用いて脳活動情報の計測を行い，使用

信号に対しては，リアルタイム計測では最終的な最

者の意図に関連した脳活動パターンを機械学習の

小値と最大値が分からないため，学習データの最小

１つであるニューラルネットワークを用いて識別

値と最大値を利用した．未知データが学習データの

し，リアルタイムで On/Off の 2 種類の出力を生成

最小値以下になった場合は，最小値以下の部分の信

することが可能となった．また，出力結果がどの程

号を全て 0，未知データが学習データの最大値以上

度使用者の意図に沿ったものであるかを確認する

になった場合は，最大値以上の部分の信号を全て 1

ため，実験参加者 10 名の NIRS 信号を用いて評価

とした．

実験を行い，識別正答率を求めた．
2.4
2.

NIRS-BCI システム

ニューラルネットワークによる識別

本システムでは，脳活動パターンの識別に三層の

2.1 NIRS-BCI システムの概要
開発した NIRS-BCI システムの概要図を示す
(Fig. 2)．本システムではまず， NIRS 装置を用い
て使用者の脳活動情報を計測する．次に，計測され
た信号に対してノイズ除去などの信号処理を行い，
その信号を学習データとしてニューラルネットワ
ークに入力する．ニューラルネットワークは，入力
された情報をもとに使用者の脳活動パターンを学
習する．次に，学習済みのニューラルネットワーク
に新たに計測した信号を入力し，リアルタイムで脳
活動の識別を行う．識別結果は On/Off の信号とし
て出力し，ロボットなどの操作に用いる．

階層型ニューラルネットワークを用いた．学習方法
は誤差逆伝搬法とした．入力層，中間層，出力層の
ユニット数はそれぞれ 4 個，8 個，1 個とし，学習
回数は 5 万回，学習係数は 0.03 とした．入力には
1ch と 2ch の oxy-Hb 濃度とその微分値の 4 情報を
用いた．出力はタスクとレスト(On/Off)の 2 種類と
した．

2.2 NIRS 信号の計測
本システムでは，脳活動情報の計測に NIRS を用
いた．NIRS は近赤外光を用いて脳血流の酸素化ヘ
モ グ ロ ビ ン (oxy-Hb) と 脱 酸 素 化 ヘ モ グ ロ ビ ン
(deoxy-Hb)の濃度を計測することによって，間接的
Fig. 2. Wearable NIRS-based BCI system

に脳活動を捉える非侵襲的計測法である．本システ
ムで使用する NIRS 装置は 2ch の Pocket-NIRS
（Dynasence 社製）で，前頭葉外側部の左右 2 カ所
(Fig. 3)の脳血流を計測する．
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習データ，後の 4 試行を識別データとして BCI シ
ステムに入力し，タスク・レストの判定を記録した．
BCI システムの出力のタスク・レストと，識別デー
タ計測時に教示したタスク・レストが一致した割合
を求め，正答率とした．なお，学習データは初めの
15 秒を取り除いてから学習に用い，正答率を求め
る際は初めの 15 秒を除外した．
3.2 実験結果
実験参加者 10 人と理想信号の識別正答率を示す
Fig. 3. Measurement sites based on 10-20 electrode

(Fig. 6)．理想信号では 90%を超える正答率となり，

system

再現性の高い信号においては NIRS-BCI による判
定が正しく行われることが確認できた．実信号では
3.

評価実験

最高 82.9%の正答率となり，一部の実験参加者は高

3.1 実験方法

い精度で NIRS-BCI システムを操作することがで

本システムの性能を評価するために実験を行っ

きた．しかし，理想信号に比べ計測された NIRS 信

た．計測した NIRS 信号の再現性が低い場合に考慮

号の再現性が低いため，平均正答率は 61.8%となっ

し，まず計測した信号をもとに生成した再現性の高

た．
再現性が低くなる要因としては，oxy-Hb 濃度に
トレンドがあったことが考えられる．トレンドの影
響で oxy-Hb 濃度が学習データと識別データで大き
く異なる値をとったため，正答率が低くなった．長
時間の計測では NIRS 信号にトレンドが加わるこ
とは避けられないため，トレンドの影響を小さくで
きるよう信号処理方法を工夫する必要がある．
また，識別時の正規化処理では，学習データの最
小値と最大値の範囲を超えた信号は全て 0 と 1 と
していたため，トレンドの影響により 0 や 1 の信号
が入力され続けることがあった．そのため，今後は
正規化処理のやり方についても改良を行う必要が
ある．

い理想信号を用い，NIRS-BCI システムによる判定
が正しく行われるか確認した．実験の際は，実験参
加者のインフォームドコンセントを得た．
理想信号は実験参加者 10 名の暗算課題時の脳活
動をもとに生成した．多重解像度解析 3)後に 10 名
の信号を加算平均し，前レスト 15 秒，タスク 30 秒，
後レスト 15 秒を 1 試行とする信号を繰り返して 6
試行とした．実際に計測される NIRS 信号に加わる
ノイズやトレンドを考慮し，分散 0.3 のホワイトガ
ウスノイズと，oxy-Hb 濃度の範囲に対して 1 試行
当たり 8.33％上昇するトレンドを付加した(Fig. 4)．
次に，実際に実験参加者の脳から計測した信号を
用いて評価を行った．計測した信号の一例を示す

R:Rest T:Task

(Fig. 5)．実験参加者は事前に 7 日間のニューロフ
ィードバックトレーニング

4)を行った男女

1

10 名と

R

T

R

T

R

T

R

T

R

T

R

T

R

0.8
Oxy-Hb

した．タスク時はディスプレイに表示される色が赤
色(脳が活動している状態)に変化するように意識を
集中し，レスト時は閉眼安静とするよう教示した．

0.6
0.4
0.2

実験デザインは前レスト 15 秒，タスク 30 秒，後レ

0

スト 15 秒を 1 試行とし，それを 6 回繰り返すもの

0

とした．
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120

Fig. 4. Virtual NIRS signal

6 試行ある NIRS 信号のうち，初めの 2 試行を学
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結言

本研究では，脳活動の識別に機械学習を用いた
NIRS-BCI システムの開発を行った．NIRS 装置を
用いて計測した脳活動情報をもとに，使用者の意図
に関連した On/Off の 2 種類の出力をリアルタイム
で生成することが可能となった．
また，実験参加者 10 名の NIRS 信号と理想信号
を用いて評価実験を行い，識別正答率を求めた．そ
の結果，理想信号では 97.9%，実信号では最高
82.9%，平均 61.8%の正答率となった．今後は信号
にトレンドが含まれる場合でも識別が行えるよう
にするため，トレンドに対応した信号処理方法につ
いて検討する．
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Traffic light perception for public urban road driving of autonomous vehicle

Naoki Suganuma*, Keisuke Yoneda, Kenta Takahashi, Daiki Yamamoto
(Received February 29, 2016)

Kanazawa University has started public road experiment of autonomous vehicle from February 24, 2015 with the Suzu city
government in Ishikawa Prefecture. The city has problem about depopulation and lack of public transport system. Therefore,
autonomous vehicle is expected to be used as a part of public transport system in the city. In this project, autonomous vehicle runs
about 6.6km including urban area in the city. It is important for the autonomous vehicle to recognize traffic signals in urban area.
Therefore, in this paper, traffic light recognition algorithm used for public urban road experiment is reported.
Key words：Autonomous driving system, Traffic light perception
キーワード：信号機認識，自動運転システム,

自動運転自動車の市街地公道走行のための信号機認識

金沢大学 新学術創成研究機構 菅沼直樹，米陀佳祐，高橋謙太，山本大貴

1. はじめに
自動車の運転支援・自動運転システムは，安全性，

2.

自動運転システム概要

快適性の向上が見込まれることから近年様々な研

図 1(a)に示すように，本研究では自動運転が可能

究開発が行われてきている．特に自動運転に関して

な状態に改造を行ったトヨタ社製プリウスを用い

はこれらの利点に加え，例えば高齢過疎地域におけ

て公道走行を行っている．

る次世代の交通手段としての活用や，交通容量増加，

本車両は自律的な走行を可能とするため，操舵角

物流の効率化といった様々な活用方法，利点が想定

度，制駆動力，ウィンカー，ハザードが CAN を介

できることから近年特に活発に研究開発が行われ

してコンピュータからの指令に基づいて制御が可

るようになってきた．

能となっている．また，公道走行における安全性を

このような背景から，著者らの大学では国内の大

確保するため，マニュアルオーバーライド機能も実

学としては初となる一般道における自動運転自動

装している．ドライバが自動運転中にステアリング

1)．本稿では，著者ら

にしきい値以上のトルクを与えた場合や，スロット

の研究室が開発中の自動運転自動車の概略につい

ル・ブレーキ操作を行った場合，ただちに自動運転

て述べるとともに，市街地における自動運転自動車

状態が解除され，手動運転状態に切り替わる構造と

の公道走行を実現するために必要となる信号機認

なっている．

車の公道走行実験を開始した

本車両には GNSS/INS 複合航法装置(Applanix

識システムの概要について述べる．
* Kanazawa University, Institute for Frontier Science Initiative
Telephone: 076-234-4714, E-mail: suganuma@staff.kanazawa-u.ac.jp
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LIDAR

GNSS

GNSS
Camera

RADAR

RADAR

(a) Outside of the autonomous vehicle
(a) Original image
(d) Emphasized image
Fig.2 Example of traffic light emphasized image
A camera used for traffic light perception

信号灯火は画像内の極めて小さな領域にしか撮影
されず，その検出，認識が困難となる問題がある．
このため，信号機の 3 次元位置を地図データとして
保持し，2 章で述べた自己位置推定モジュールによ
り推定した自己位置情報を基に画像内での信号灯
火検出領域を限定することで安定した信号灯火色

(b) Inside the autonomous vehicle
Fig.1 Autonomous vehicle used for public road driving

認識を可能とした．以下に具体的手法について述べ
る．

画像内に撮像される信号灯火は周囲に比べて

社 POS-LV220)が搭載されており，100Hz で車両

高彩度かつ高明度であるという特徴がある．この

の位置姿勢，運動状態が計測可能となっている．ま

ため信号灯火検出の為の前処理として，撮影され

た図 1(b)に示すように，車内ルームミラー部には信

たカラー画像を HSV 変換し，各画素

号機認識用としてカラーカメラ(Point Gray 社製

ける彩度 S(u, v)および明度 V(u, v)情報を用いて，

FLEA2 14S3C)が設置されている．
3.

(u, v)にお

次式に基づき信号灯火強調画像 P(u,v)を生成する．

P u , v   S u , v  V u , v 

信号機の認識

信号機の認識は，市街地における公道走行のため

(1)

ただし，HSV 変換の定義から

の最も重要な技術の 1 つである．また，信号灯火色

maxR, G, B   min R, G, B 
maxR, G, B 
V  maxR, G, B 
S

の識別には色を認識する必要があるため，画像によ
る認識が基本となる．一方，昼夜問わず信号機を認
識することを前提とすると，特に夜間において信号

(2)

灯火による明るい領域と夜間の照度不足によるコ

であるから，信号灯火強調画像 P(u, v)の作成には

ントラスト差の問題から，信号機全体が画像内では

次式を用いて高速に演算することが可能となる．

Pu , v   max R, G , B   min R, G , B 

ほとんど映らないという問題がある．このため，本
研究では信号機自体を検出せず，信号灯火を画像内

(3)

図 2 に本手法を用いて作成した信号灯火強調画

から検出することとした．一方，特に遠方において
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像の例を示す．
次に，信号灯火強調画像から信号灯火を検出す
る手法について述べる．図 2 からも分かるように，
信号灯火強調画像内において信号灯火部が周辺
領域に対して高いコントラストで強調されてい
ることが分かる．このため，画像内の特徴点(エ
ッジや円中心など)を検出するアルゴリズムの 1
つである SURF2)を用いて信号灯火領域候補を探
索することとした．
SURF による特徴点検出は，ガウシアンフィル
タによる平滑化を，ガウス関数の標準偏差を変
化させながら段階的に行い，その過程で現われる
(a) Original image(day time)

「画像上の輝度値分布の極値」を特徴点とするこ

(b) Result(Blue signal)

とで行われる．また，特徴点検出時の σ の値から
その特徴点の大きさを推定することもできる．さ
らに，検出した特徴点においてガウス関数のヘッ
セ行列を画像に畳み込み，その出力値を解析する
ことでその特徴点の形や円形度などを求めるこ
とも可能である．信号灯火は円形であるため，こ
のヘッセ行列の行列式がしきい値以上となる特
徴点に限定することで，円形に近い形状を持つ特
徴点に限定して検出することが可能となる．そし
て，検出した円形特徴点内に含まれる画素の色相
ヒストグラムを作成し，このヒストグラムのピー
クを検出することで信号灯火色を認識する．
(c) Original image(night time) (d) Result(Red signal)
Fig.3Examples of traffic light recognition result

245

図 3(b)は日中に撮影した図 3(a)の画像に対して，
本手法を用いて信号灯火の検出・信号灯火色の識
別を行った例を示す．なお図 3(b)では信号灯火強

Traffic lights
(Red signal)

調画像上の信号灯火領域(位置･サイズ)を SURF
で検出し，認識結果に応じた色で塗りつぶして表
示している．また図 3(d)は夜間に撮影した図 3(c)
の画像に対して信号灯火の検出・信号灯火色の識
別を行った結果を示す．図 3 より，昼夜問わず
SURF によって信号灯火を検出できており，色相
値による色の判別も行えていることが分かる．

Fig.5 Example of traffic signalPreceding
detection vehicle

一方図 4 より，画像上に信号灯火以外の高彩度
かつ高明度な発光物体(例えば先行車のテールラ

(a) Original image

ンプなど) が存在する場合には，本手法をのみを
適用して信号灯火を認識するとその物体を誤認
識してしまう恐れがあることが分かる．このため，
本研究ではあらかじめ信号機の 3 次元位置をデ

Traffic lights
(Red signal)

ータベースとして用意しておき，自車位置と信号
機との相対位置に基づき画像内で検出する信号
灯火の範囲を限定することで安定した信号機の
False
positives

認識を可能とした．また，これにより信号機認識
に要する処理時間の短縮を図ることも可能にな
ると同時に，信号機が存在しない部分での不要な
信号機の誤検出を抑制することが可能となる．
なお，自己位置と信号機の相対位置に基づいて信
号機の探索範囲を限定するためには常に高精度

(b) Detection result of traffic light
Fig.4 Example of problematic scene

で自己位置を求めておく必要がある．一方，本シ
ステムでは前章で述べた自己位置推定システム
が常時 10～20cm 程度以内の誤差で高精度に自己
位置･姿勢を求めている

3)

らの大学が存在する石川県金沢市内の市街地を

ため，信号灯火の探索

マニュアル走行して取得したデータをもとに検

領域の限定を問題なく行うことが可能である．

証を行った．その結果，信号機が撮影された 7353
フレーム中 6979 フレームで正しく信号灯火を検

3.

実験

出でき，認識率は約 95%となった．また，昼夜を

本章では，前節で述べた信号機認識アルゴリズ

問わずほぼ一定の認識率となった．なお誤認識も

ムの精度検証結果について述べるとともに，公道

しくは未検出は 374 フレームあり，その内テール

走行実験の概要について述べる．なお信号機の認

ランプ等を信号灯火と認識したのは 20 フレーム

識に用いた画像サイズは 1280x960[pixel]である．

存在していた．ただし，先行車両のテールランプ

また，信号機認識に係る時間は Core-i7 の 3.4GHz

の誤認識に関しては，実際の自動運転時には先行

の PC を用いて 20[ms]程度でありリアルタイム処

車両との車間距離を保ちながら走行を行うため，

理に十分な処理時間となっている．

大きな問題とはならない．一方，残りの多くの場

信号灯火アルゴリズムの精度検証実験は，著者

合は SURF による特徴点検出自体が正しく行わ
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れていない未検出フレームであった．これらの問

実験の結果信号灯火の認識率は 95%であり，昼夜

題については今後解決を図る必要がある．一方，

を問わずほぼ一定の認識率であることが確認した．

特に日中において太陽光が多く画像内に照射さ

ただし，カメラのダイナミックレンジの問題から日

れるケースで，画像内での信号機が明確に撮影さ

照条件によっては認識できないような状況も存在

れないシーンが存在しており，その結果信号機を

することから，今後高ダイナミックレンジのカメラ

認識できないケースもあった．この問題に関して

を用いた実験を打と行う必要がある．

は今後，カメラのダイナミックレンジの向上など，
デバイスの変更・調整に関する検討も必要になる
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Cooperative Tracking of Moving Objects with Multiple Mobile Robots using
In-vehicle Laser Scanner in GNSS-denied Environments
Masafumi HASHIMOTO*, Shota KANAKI **, Yuto YODEN **, and Kazuhiko TAKAHASHI **
This paper presents a laser-based tracking (estimation of pose and size) of moving objects using multiple mobile
robots in Global-navigation-satellite-system (GNSS)-denied environments. Each robot is equipped with a multilayer
laser scanner and detects moving objects, such as people, cars, and bicycles, in its own laser-scanned images by
applying an occupancy-grid- based method. It then sends measurement information related to the moving objects to a
central server. The central server estimates the objects’ poses (positions and velocities) and sizes from the measurement
information using Bayesian filter. In this cooperative-tracking method, the nearby robots always share their tracking
information, allowing tracking of invisible or partially visible objects. To perform a reliable cooperative tracking, robots
have to correctly identify their relative pose. To do so in GNSS-denied environments, the relative pose is estimated by
scan matching using laser measurements captured by both sensor nodes. Such cooperative scan matching is performed
by 4-points-congruent-sets (4PCS)-matching-based coarse registration and Iterative-closest-point (ICP)-based fine
registration methods. The experimental results of tracking a car, a motorcycle, and a pedestrian with two robots in an
outdoor GNSS-denied environment validate the proposed method.
Key words: moving-object tracking, multi-mobile robots, laser scanner, cooperative tracking, scan matching, GNSS-denied
environment
キーワード：移動物体追跡，マルチ移動ロボット，レーザスキャナ，協調追跡，スキャンマッチング，非 GNSS 環境

レーザスキャナを搭載する複数移動ロボットによる
非 GNSS 環境下での協調移動物体追跡
橋 本 雅 文， 金 生 翔 太， 余 田 侑 仁， 高 橋 和 彦
１．緒

動物体が 1 台のロボットの視野外や死角に存在して

論

も他のロボットから観測できるため，移動物体追跡
移動ロボットやビークル自らが周囲環境をセンシ

の精度や信頼性を向上させることができる.このよ

ングして移動物体を追跡（位置や速度，大きさを推

うな観点から，筆者らはレーザスキャナを搭載した

定）するシステムの構築は，様々な分野で必要不可

複数の移動ロボットにより歩行者や自動車，二輪車

欠な技術である．そのため，車載レーザスキャナや

などの移動物体の位置・速度とともに大きさを推定

カメラ，ミリ波レーダを用いた移動物体追跡システ

する協調移動物体追跡法(以後，協調追跡法)を提案

ムが提案され，実用化されている.

してきた[1-3]．

複数の移動ロボットが近接する場合，通信系を介

さて，一般的に，車載センサ情報による移動物体

して各ロボットのセンサ情報を共有することで，移

追跡では移動物体検出の方法として，地上に固定し

*
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Graduate School of Science and Engineering, Doshisha University, Kyoto
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た世界座標系に占有格子地図を形成し，それを用い
た占有グリッド法が用いられる．そのとき，センサ
座標系で取得されるセンサ情報を占有格子地図にマ
ッピングするには，世界座標系における正確な自己
姿勢情報が必要となる．筆者らの協調追跡において
も，複数のロボットにより観測されるレーザ観測点
群情報を占有格子地図上で統合して移動物体追跡を
行うため，正確な移動物体追跡を行うには，世界座
Fig. 1 Overview of two mobile-robot system

標系のような各ロボットが共有する共通座標系で各
ロボットの自己姿勢を認識することが必要である．
そのため，筆者らはこれまで，屋外環境での利用
を目的として，RTK-GPS (Real time kinematic GPS)の
よ う な 高 精 度 GNSS (Global navigation satellite
system)情報を用いて世界座標系におけるロボット
の自己姿勢を推定してきた[1-3]．しかし，市街地環
境では建物等の影響により電波の遮断やマルチパス
等により GNSS 情報が不正確になることが多い．
そこで本論文では，複数の移動ロボットの共通セ
ンサ視野内で得られるレーザ観測点情報をスキャン
マッチング（以後，協調スキャンマッチング）する

Fig. 2 Overview of cooperative-tracking system

ことで，非GNSS環境下のようなロボットの自己姿
勢が正確に得られない環境下でもロボット相互の相
対姿勢を精度よく求め，協調追跡を実現する方法を

3．協調移動物体追跡システムの構成

提案する．そして，その有効性を基礎実験により示
協調移動物体追跡システムの構成を図 2 に示す．

す．

本研究では環境地図として，自車周辺の平面を格子
2．実験システムの構成

状のセルに分割し，各セルに高さ情報を登録した格
子地図（エレベーションマップ）を用いる．なお，

図 1 に移動ロボットの外観を示す．2 台のロボッ

セルサイズは 0.3[m]×0.3[m]としている．

トは内界センサとして車輪エンコーダ，ジャイロを
搭載している．また，外界センサとして地上から高

ロボットはレーザスキャナにより周囲環境をセン

さ 1.6[m]の位置に 32 層レーザスキャナ（Velodyne

シングし，センサ座標系で得られたレーザ観測点群

社製 HDL-32E）を搭載している．

（スキャンデータ）を自己姿勢情報を用いて，世界
座標系で表現した格子地図にマッピングする．

ロボットは RTK-GPS（NovAtel 社製 ProPak-V3）
を搭載しており，GNSS 環境下では，GPS 情報と内

そして，セル占有時間に基づく占有グリッド法[1]

界センサ情報をもとにカルマンフィルタにより自己

を用いて，移動物体に関するレーザ観測点が占有す

姿勢推定を行う．レーザスキャナ情報と GPS 情報，

るセル（移動セル）
，静止物体に関するレーザ観測点

内界センサ情報のサンプリング周期はともに 0.1[s]

が占有するセル（静止セル）を検出する．ひとつの

である．各ロボットは無線 LAN によりサーバと通

物体に対するレーザ観測値は複数のセルを占有する

信が可能で，通信形態は各ロボットが情報をサーバ

ことから，隣接する占有セルをグループ化し，移動

に送る集中型ネットワークを用いている．

セル群を移動グループ，静止セル群を静止グループ
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とする．なお，各グループを構成する複数セルの中
で高さが最大値のものをそのグループの高さとする．
以上の処理が終わると，各ロボットは移動セルに
関する情報（タイムスタンプ，移動グループ数，移
動グループの構成セル数とその座標値，移動グルー
プの高さ）をサーバへ送信する．
他方，サーバは各ロボットから受信した移動セル
を再グループ化した後，移動物体を追跡（大きさと
Fig. 3 Coordinate frame

位置，速度を推定）する．そして，追跡情報（追跡
物体数，追跡物体の位置，速度，大きさ）を各ロボ
ットに返信する．

( x2 , y2 ,

ット 2 の自己姿勢 x 2

さて，協調追跡では世界座標系での自己姿勢推定

2

) T を次式で修正す

る．

精度が 2 台のロボット間で異なる場合，同一物体に
対するスキャンデータに対する格子地図上へのマッ
ピング結果に誤差が生じ，正確な協調追跡が困難と

x2

なる．そこで，2 台のロボット間の相対姿勢を推定
して自己姿勢情報を修正することで精度良い協調追

x1

cos
sin
0

1
1

sin
cos
0

1
1

0
0 x
1

(1)

跡を行う．ロボットが近接する場合，2 台のレーザ
スキャナの視野に共通領域が存在する．その共通領

本論文では，2 台のロボットのレーザスキャナの

域内のスキャンデータを協調スキャンマッチングす

共通視野における 3 次元スキャンデータのうち，高

ることで相対姿勢を推定する．

さが 0.5 [m]以上 2.0[m]以下の 3 次元スキャンデータ

本論文では，ロボット 1 が協調スキャンマッチン

を格子地図上に射影して２次元スキャンデータを求

グに必要な情報（タイムスタンプ，自己姿勢情報，

め，協調スキャンマッチングにより相対姿勢を推定

共通視野内のレーザ観測点群情報，共通視野内で検

する．協調スキャンマッチング法としては，

出されたランドマーク数とその位置情報）をロボッ

ICP(Iterative closest point)法[4]を用いる．しかし，ICP

ト 2 に送信する．ロボット 2 はそれらの情報と自身

法では相対姿勢の初期値が不正確な場合，その収束

のスキャンデータをもとに協調スキャンマッチング

計算においてローカルミニマに陥り，精度良い相対

によりロボット相互の相対姿勢を推定する．
そして，

姿勢が得られない．そこで，粗な相対姿勢を求めた

相対姿勢推定値とロボット 1 の自己姿勢情報をもと

後，それを ICP 法における初期値として用いること

に，ロボット 2 の自己姿勢を修正する．

で正確な相対姿勢を推定する．
粗な相対姿勢を求めるには，スキャンデータから

4．相対姿勢推定

特徴点（ランドマーク）を抽出する必要がある．そ
こで，本論文では，市街地における信号灯や道路標

図 3 に示すように，世界座標系（ロボット 1，2
の共通座標系）を
ンサ座標系を

1

，

w

2

( x, y,

算出された

データから抽出する．また，両ロボットで得られた

とする．後述する協調スキャ

ン マ ッ チ ング に よ り
δx

識などのポール状物体を想定し，それらをスキャン

，ロボット 1，2 に固定したセ

1

に対する

2

ランドマークをマッチングさせる手法としては，

の相対姿勢

4PCS (4-points congruent sets) 法[5]を用いる．

) T を求める．ロボット 1 自身により
w

における自己姿勢を x1

まず，ロボット 1 は共通視野内のスキャンデータ

( x1 , y1 , 1 ) T

からポール状ランドマークを文献 [6]の方法を用い

とする．その自己姿勢情報と協調スキャンマッチン

て抽出し，
協調スキャンマッチングに必要な情報
（タ

グにより得られる相対姿勢推定値 x をもとに，ロボ
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A1

ークの
A2

1

における位置を，bi は B を構成する 4 つの

ランドマークの

2

における位置である．

（1,2）要素
式(2)の行列の右辺の（1,1）要素を c11 ，
（1,3）要素を c13 ，
（2,3）要素を c23 とすると，
を c12 ，

Robot#2

A

x

Robot#1

c13 ， y

arctan(c12 / c11 ) となる．

c23 ，

さて，一般的にマッチング候補ランドマークは複
A3

数組，得られることから，相対姿勢も複数個得られ

A4

る．そのため，複数個の相対姿勢結果から適切なも
のを選択することが必要となる．その方法を以下に

Fig. 4 4PCS-based landmark-matching method. Green
circles indicate pole-like landmarks, and red square is
made by reference landmarks

示す．
ロボット 1，2 において

1，

2 で得られるレーザ

スキャナ共通視野内における 2 次元スキャンデータ

( pix(1) , piy(1) ) T , p (j2)

をそれぞれ， pi(1)

( p (jx2) , p (jy2) ) T と

イムスタンプ，自己姿勢情報，共通視野内のレーザ

する．ただし，i, j = 1,2,…,N である．式(2)で得た相

観測点群情報，共通視野内で検出されたランドマー

対姿勢推定値 δx を用いて p (j2 )

ク数とその位置情報）をロボット 2 に送信する．

変換すると，以下となる．

( p (jx2 ) , p (jy2 ) ) T を

1

に

ロボット 2 はその情報を受信すると，図 4 に示す
ように，ロボット 1 から送られてきたランドマーク

qj

群情報から任意の 4 点{A1, A2, A3, A4}を選択して四角
形 A を生成する．また，ロボット 2 自身が検出した

cos

q jx

sin

q jy

sin

p (jx2 )

x

cos

p (jy2 )

y

(3)

ランドマーク群から合同となる 4 点を 4PCS 法によ
り選択して四角形 B を生成する．以下，四角形 A を

そして，観測点 q j に対して pi(1) を対応付ける．対

構成するランドマークを参照ランドマーク，それと

応点は 2 点間の距離が最小となるものとする．q j に

合同な四角形 B を作る 4 つのランドマークをマッチ

対応づけられた観測点を pkj(1) とすると，対応点は以

ング候補ランドマークと称する．精度良い相対姿勢

下で表現できる．

の初期値を得るため，参照ランドマークは四角形 A
の面積が大きくなるものを選択する．

dist( pi(1) , q j )

参照ランドマークにより構成される四角形 A とマ

kj

ッチング候補ランドマークにより構成される四角形

( p xi(1)

q xj ) 2

( p (yi1)

q yj ) 2

arg min dist( pi(1) , q j )

(4)

k

B が決まると，それらは合同となることから，重ね
N 個のレーザ観測点すべてに対して対応点を決定

合わせることでロボット 1，2 間の相対姿勢 δx に関

後， p (j1) と q (j2 ) とを対応付ける次式の評価値を算出

する次式が求まる．

する．
cos
sin
0

ただし，a

sin
cos
0

a1 a2
1 1

x
y
1

a3 a 4
，b
1 1

ab T ( bb T )

b1
1

b2
1

1

(2)

b3
1

b4
1

J

1
N

N
j 1

( pkj(1)

T
(1)
q (2)
j ) ( p kj

q (2)
j )

(5)

相対姿勢推定値 δx の精度評価を式(5)により行う．

.

すなわち，ロボット 1 が検出するランドマーク群の
中から生成した四角形 A に対して合同なマッチング

ai (i =1～4)は四角形 A を構成する 4 つのランドマ
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候補ランドマークを求める．そして，複数のマッチ

図 7(a) に提案手法による移動物体の推定走行軌

ング候補ランドマークそれぞれに対して式(2)をも

跡と大きさ推定結果を示す．なお，大きさ推定の結

とに相対姿勢 x を算出する．次に，評価値 J を式(5)

果は 1.5[s] 毎の結果を表示している．比較のため，

により求め， J

ロボット 2 がデッドレコングにより移動中の自己姿

150 [m2]でかつ，評価値を最小と

する相対姿勢を ICP 法における初期値として用いる．

勢を推定し，協調追跡を行った結果を図 7(b)に示す．

150 [m2]の場合は，先とは異なる 4 点

図 7 に示すように，協調追跡では建物による死角

を参照ランドマークとして四角形 A を構成し，4PCS

がなく常に移動物体を追跡できる．しかし，協調ス

法によりランドマークマッチングを行って相対姿勢

キャンマッチングを行わない場合は，図 7(b)に示す

x を算出する．2 台のロボット両方で検出されたラ

ように，デッドレコニングによるロボット 2 の自己

ンドマーク群の中で合同な 4 角形が存在しない場合

姿勢推定に誤差が生じ，ロボット 1 との相対姿勢が

は，合同な 3 角形を求め，相対姿勢を算出する．そ

不正確となる．そのため，同一移動物体に対するス

の方法は 4PCS 法と同様な手法で行うことができる．

キャンデータのマッピングに誤差が生じ，自動車の

さらに，合同な 3 角形も存在しない場合は，2 つの

大きさが実際より大きく推定され，また，二輪車の

ラ ン ド マ ー ク を 用 い て CVFSAC (Corresponding

ように同一物体であるにもかかわらず途中，異なる

Vector Fitting Sample and Consensus) 法[7]により相対

物体として追跡される．

他方， J

他方，提案手法による協調スキャンマッチングを

姿勢を算出する．
以上により算出した粗な相対姿勢推定値をICP法

用いた協調追跡では，図7(a)に示すように，同一物

の初期値として用い，ICP法により正確な相対姿勢

体を異なる物体として誤認することはなく精度良く

を算出する．

協調追跡できる．
5．基礎実験

言

6．結

図 5 に示す非 GNSS 環境において，2 台のロボッ

本論文では，非 GNSS 環境下でマルチレイヤレー

トにより歩行者 1 人，自動車 1 台，二輪車 1 台を追

ザスキャナを搭載した 2 台の移動ロボットにより歩

跡する．図 6 にこれら移動物体の移動経路を示す．

行者や自動車等の移動物体を追跡する方法を提案し

ロボット 1 は静止している．
ロボット 2 は約 0.5 [m/s]，

た．主な結果を以下に示す．

歩行者は約 2.1 [m/s]，二輪車と自動車は約 4.2 [m/s]

(1) 非GNSS環境下で精度良い協調移動物体追跡を

で移動している．実験時間は 26.4 [s] (264 [scan])であ

行うため，ロボットのレーザスキャナの共通視野内

る．環境内には粗な相対姿勢推定に用いるランドマ

で得られるレーザ観測点情報を協調スキャンマッチ

ークとして，図 6 中に#6，#7 で示す建物の 2 本の柱

ングすることで得られるロボットの相対姿勢を利用

(直径 0.80 [m]) と新たに設置した 6 本のポール(直

する方法を示した．

径 0.12 [m]，図 6 中の#1～#5，#8) がある．

Motorbike

Robot #1

Robot #2
Pedestrian

Car

Fig. 5 Photo of the experimental environment.
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(2) 協調スキャンマッチングの方法として，相対姿

25

Car

勢が不明確な場合でも4PCS法等によりランドマー

Motorcycle

クマッチングを行って粗な相対姿勢を推定し，それ

15

Y[m]

Robot#1
5

Robot# 2

-5

8

-15

X[m]

(3) 屋外の非 GNSS 環境において，2 台の移動ロボッ

4

5
7

-25

相対姿勢を求める方法を示した．

3

Landmark#1

-15

を初期相対姿勢としてICP法を用いることで正確な

2

トで移動物体（歩行者 1 人，二輪車 1 台，自動車 1
6

台）を追跡する実験を行い，協調スキャンマッチン

Pedstrain

-5

グにより精度よく移動物体を協調追跡できることを

5

示した．

Fig. 6 Movement path of robots (orange), a car (red),
a motorcycle (blue), and a pedestrian (green). Purple
circles indicate landmarks.

今後の課題としては，協調自己姿勢認識に基づく
ロボットの自己姿勢認識法の確立，ランドマークマ
ッチング時における任意形状のランドマークの利用
などが挙げられる．

25

Car

本研究は平成 26 年度文部科学省私立大学戦略的

Motorcycle

研究基盤形成支援事業（進化適応型自動車運転シス

15

Y[m]

テム「ドライバ・イン・ザ・ループ」研究拠点形成）
支援を受けた．ここに記して謝意を表する．
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Smart measurement and control systems
based on computational intelligence
–Active state recognition of a person using facial video images–
Kazuhiko TAKAHASHI* , Syota MAEKAWA** and Masafumi HASHIMOTO***
(Received 31 March, 2017)
This paper investigates human activity recognition based on biological information estimated by a non–contact
measurement method. A facial image sequence of a person is utilized to estimate the biological information, such as heart
rate, heart rate variability and blinking. Experiments imposing physical and mental tasks are conducted in order to gather
the biological information and experiments of recognising the person’s active state are then conducted to evaluate three
active states of resting, physical burden and mental burden. For computational person’s active state recognition, machine
learning approaches, such as multilayer neural network and support vector machine, are used to design recognition systems
and their characteristics are investigated. Experimental results demonstrate that using multimodal biological information
is feasible for recognising the person’s active state and that support vector machine is suited for this task.
Key words ： computational intelligence, neural network, support vector machine, human activity, multi–modal
information
キーワード ： コンピューテーショナル・インテリジェンス, ニューラルネットワーク, サポートベクターマシン，活動状態，顔
動画像，マルチモーダル情報

コンピューテーショナル・インテリジェンスによる
スマート計測・制御

–顔動画像からの人の活動状態推定–
高橋 和彦, 前川 翔大, 橋本 雅文

1

はじめに

法は，体の一部にセンサなどの計測器を取り付けて計測
する接触計測と，体に計測器を取り付けることなく計測

心拍数，呼吸数，血圧，体温などの生体情報は，医療

する非接触計測に大別することができるが，特に非接触

診断や健康管理などで用いられる生理指標であるが，近

計測手法では，身体に刺激を与える事無く，非拘束・非

年，これらの生体情報が人の疲労度や覚醒度などと密接

装着な方法により計測することが可能であるため，ユー

な関係があることに着目し，人の活動状態を評価するた

ザに負担をかけずに自然な状態での生体情報を得ること

めの指標として利用されている．生体情報を計測する方

が可能である．

* Information Systems Design, Faculty of Science and Engineering, Doshisha University, Kyoto
Telephone : +81-774-65-6434, E-mail : katakaha@mail.doshisha.ac.jp
** Graduate School of Doshisha University (currently Panasonic Corporation)
*** Intelligent Information Engineering and Science, Faculty of Science and Engineering, Doshisha University, Kyoto
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本報告では，ユーザに負担をかけずに非接触な計測手

の比率により交感神経系の活動推定を行う．ローレンツ

法によって複数の生体情報を取得する計測システムの実

プロットによる解析では，2 次元平面上にプロットされ

現と，生体情報から人の活動状態を推定する手法の開発

た点群の原点からの距離平均や点群で形成される楕円の

を目的として，取り扱いや設置が容易なカメラで取得し

面積を用いて心拍変動を評価する 3) ．安静時と疲労時で

た人の顔動画像から生体情報を推定するシステムを構築

は，点群の分布に違いがあることが確認されている 4) ．

し，得られた生体情報から機械学習によって人の活動状

2.3

態を認識する手法を提案する．

瞬目推定法

瞬目に関しては，オプティカルフローやテンプレート
など様々な手法 5,

2
2.1

顔動画像からの生体情報推定

が提案されているが，本報告では，

上下まぶたの間隔（目の開度）7) に着目する．顔領域画
像から Haar-like 特徴分類器により目領域を検出し，目

心拍数推定法

の開度を計算するため，目領域の画像垂直方向を走査し，

本報告における心拍数の推定法は，先行研究 1) で提案

グレースケール輝度値分布を求める．目領域内では肌の

された心拍数推定アルゴリズムをベースにフィルタ処理

部分に対して眼球の輝度値が低いため，輝度値が低い区

や信号成分選択による精度向上を検討したものである．

間を眼球の位置とする．輝度値の低い区間が複数ある場

顔周辺を撮影した動画から顔領域を Haar-like 特徴分類

合は，最も大きい区間を開度とする．この処理を目領域

器により検出して注目領域に設定する．得られた動画像

画像の水平方向に中心から ±20 ピクセルに対して繰り

列に対し，ある時間幅を持つウィンドウを設定し，ウィ

返し行う処理を全フレームに対して行い，開度の時間変

ンドウ内の 1 フレーム毎に顔領域内にある RGB 画素

化を表す瞬目波形を作成する．瞬目時には開度が小さく

値の平均値を計算する処理を全フレームに対し行う．得

なるため，瞬目波形においてパルスが発生することが確

られた画素値列に対してトレンド除去や標準化，カルマ

認されている 4) ．開度が初期値の 2/3 以下の間は目を閉

ンフィルタによるノイズ処理を行った後，独立成分分析

じていると判定し，目を閉じた回数を瞬目回数とする．

により独立成分を抽出する．この独立成分に対してフー

また，目を閉じてから開くまでの時間を，まぶたを閉じ

リエ変換による周波数解析を行い，得られた周波数帯か

てから再び開くまでに要する時間（閉眼時間）とし，目

ら人の心拍数に対応する 0.75∼4.0Hz（45∼240bpm）区

を開いてから閉じるまでの時間を瞬目間隔時間として算

間内での最大スペクトルに対応する周波数の 60 倍を推

出する．

定心拍数とする．ただし，安静時心拍数の計測において
は，心拍数が急変することはないと考えられるので，直

3

前のフレームで得られた推定心拍数の 12bpm 以内でな
ければ，次に大きい周波数成分を探索するという制約条

3.1

件を付与する．この手法による心拍数推定は，脈波によ

生体情報による人の活動状態認識

顔動画像からの生体情報推定実験

身体的，精神的タスクを課した被験者実験を行い，実

る計測結果に対して高い相関を示して，精度良く推定で

験時に取得した画像から構成した推定手法により生体情

きることが確認されている 2) ．

2.2

6)

報を取得する実験を行った．計測用カメラは Logicool 社

心拍変動推定法

製 HD Pro Webcam C910（解像度 640 × 480，フレー

心拍変動推定法では，心拍による変動を最も反映して

ムレート 30fps，avi 形式）であり，撮影時にはカメラ

いるとされる G 成分画素値の時系列に対し，バンドパ

ゲインは固定とし，ホワイトバランス機能，ズーム機能

スフィルタ（0.75∼4.0Hz）と 5 点移動平均フィルタを適

は使用しない．被験者は 22∼24 歳の男性 10 名であり，

用して得られた成分を心拍波形として使用する．心拍波

事前に文書と口頭により実験内容を説明し，文書による

形からピーク間時間（IBI）を算出し，これに線形補間

承諾を得た．被験者は計測用カメラの正面 0.5m に座り，

を用いて 0.5 秒間隔でリサンプリングを行う．検出した

60 秒間のレストの後，60 秒間タスクを行い，タスク後

IBI 波形にパワースペクトル密度（PSD）解析とローレ

は 60 秒間レストにする計 180 秒間の撮影を 1 試行とし

ンツプロットによる解析を適用する．PSD 解析では，低

た．レスト中は安静状態とした．タスクは 2 種類用意

周波成分（0.04∼0.15Hz）と高周波成分（0.15∼0.4Hz）

し，被験者は各タスクを 5 試行ずつ実施する．タスク 1
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では被験者を身体的な負荷をかけた状態にするため，タ

で生体情報からの活動状態認識を行うことができること

スク時間中は右手に強く力を込め続けるよう指示した．

が確認された．

タスク 2 では被験者を精神的な負荷をかけた状態にする

Table 1. ニューラルネットワークによる個人独立認識
結果 [%].
レスト タスク 1 タスク 2
レスト
87.31
6.10
6.59
タスク 1
14.68
81.67
3.65
タスク 2
17.55
4.14
78.31

ため，タスク時間に簡単な暗算プログラムに取り組むよ
う指示した．暗算プログラムでは，1 桁の足し算の正誤
を答える内容で，1 問最大 5 秒の問題に 60 秒間取り組
むものとした．

3.2

活動状態認識実験

計測した顔動画像から，心拍数，心拍変動情報（PSD
解析によるパワー比，ローレンツプロットによる平均距

Table 2. サポートベクターマシンによる個人独立認識
結果 [%].
レスト タスク 1 タスク 2
レスト
98.54
0.79
0.67
タスク 1
3.25
96.75
0.00
タスク 2
3.56
0.16
96.28

離と楕円面積），瞬目情報（瞬目回数，閉眼時間，瞬目
間隔時間）を抽出して特徴ベクトルを構成し，機械学習
によってマルチモーダルな生体情報から人の活動状態と
してレスト，タスク 1，タスク 2 の 3 状態を認識する実
験を行った．人の活動は動的な現象であることを考慮す
ると，現時刻の特徴量に加え過去時刻の特徴量を入力す

Table 3. ニューラルネットワークによる個人依存認識
結果 [%].
レスト タスク 1 タスク 2

ることが有効であると考えられる．そこで，サンプル時
刻 t の特徴量にサンプル時刻 (t − n) の特徴量を加えて

特徴ベクトルを構成した．ここで，過去時刻には予備実

レスト

験の結果から n = 30 を用いた．従って，特徴ベクトル

タスク 1

は 14 次元となる．認識実験では，認識器としてニュー

タスク 2

96.27
6.24
6.34

1.87
92.73
0.86

1.86
1.03
92.80

ラルネットワークとサポートベクターマシンを使用し，
それぞれの場合について認識率を評価する．オープンテ

Table 4. サポートベクターマシンによる個人依存認識
結果 [%].
レスト タスク 1 タスク 2
レスト
98.88
0.53
0.59
タスク 1
6.58
93.42
0.00
タスク 2
7.25
0.00
92.75

ストでは各状態からランダムに 100 サンプルを抽出して
テストに利用し，抽出したサンプル以外により学習を行
う．これを各 100 回行い平均認識率を算出した．認識は
全被験者データを対象に学習・認識を行う個人独立と，
被験者ごとに学習・認識を行う個人依存の 2 通り行い，
認識結果を比較する．
表 1，2 に個人独立の場合の認識結果，表 3，4 に個人
依存の場合の認識結果を示す．ニューラルネットワーク

4

による個人独立の場合の認識では，平均認識率 82.43%で

おわりに

本報告では，カメラで取得した顔動画像から複数の生

あり，サポートベクターマシンによる個人独立の場合の

体情報を推定するシステムを構築し，得られた生体情報

認識では，平均認識率 97.29%であった．また，ニューラ

から機械学習の手法によって人の活動状態を認識する手

ルネットワークによる個人依存の場合の認識では，平均

法を提案した．得られた結果は以下の通りである．

認識率 93.93%であり，サポートベクターマシンによる

1. 複数の生体情報をカメラで取得した人物の顔動画像

個人依存の場合の認識では，平均認識率 95.02%であっ

から推定するシステムを構築し，人物の顔動画像か

た．ニューラルネットワーク，サポートベクターマシン

ら心拍数，心拍変動，瞬目に関する生体情報を推定

の両方で個人依存による認識率が高かった．これは，生

することが可能であることを示した．

体情報は個人差が大きいことを考慮すると妥当な結果で
ある．また，いずれの場合においても，ニューラルネッ

2. 顔動画像から推定した心拍数，心拍変動の周波数解

トワークよりもサポートベクターマシンの方が高い精度

析成分，心拍変動のローレンツプロット解析成分，
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瞬目回数，瞬目間隔時間，閉眼時間を要素とする特
徴ベクトルを構成し，マルチモーダルな生体情報か
ら安静状態，身体的な負荷状態，精神的な負荷状態
の 3 つの活動状態について機械学習を用いて認識す
る手法を提案した．ニューラルネットワークによる
認識において，個人独立で平均 82.43%，個人依存
で平均 93.93%の認識率が得られた．また，サポー
トベクターマシンを用いた場合に，個人独立で平
均 97.29%，個人依存で平均 95.02%の認識率が得ら
れ，個人ごとに学習を行うことにより高い認識率を
得られることを示した．また，本条件で認識を行う
際には，認識器にサポートベクターマシンを用いる
ことにより，高い精度で活動状態認識ができること
を示した．

本研究の一部は文部科学省私立大学戦略的研究基盤形
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Driving Walking-Support Robot Based on
Subject Monitoring and Subject's Force Sense
－Response in Integrated Control of Two Cooperative-walking-support Robots－
Ryuichi YOKOGAWA*, Toru TSUMUGIWA*
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Summary

The purpose of this study is to present the control method by which the distributed cooperative robot system

constructed of the omnidirectional-cane-type-walking-support) robot is able to statically prevent the walking subject's fall based on
the subject's force presentation and the subject's leg movement estimation.
at the subject's arm rest.

We propose the presentation of the subject's input force

The movements of the legs are measured using the laser range sensor (URG).

When the angle between

the input force direction and the leg movement direction is less than 30, the robot movement (velocity) is controlled based on the
impedance model.

The relative position between the subject and the robot was geometrically determined so that the subject might

keep walking stably by the robot support. The manipulablity of the robot system is investigated in comparing with the one of the
conventional walk frame.

The experimental results indicated that the parameter design of the impedance model and the high

response of the robot motion are required in order to assist the subject's walking comfortably.
Key words：Walking Support, Fall Prevention, Cane Robot, Laser Range Sensor, Force-Torque Sensor
キーワード：歩行補助，転倒防止，杖ロボット，レーザレンジセンサ，力覚センサ

生体・力覚情報に基づく運転操作
－2 台の杖型歩行支援ロボットの一体型歩行支援制御の応答性－

横川

隆一＊，積際

1. はじめに

徹＊

トが必要とされている

1-5)．これまで，力覚提示と

下肢運動推定に基づく 1 台の杖型の歩行支援ロボ
日常の生活の中で筋肉を刺激し歩行能力を維持

ットの転倒防止制御法の開発を行った．前年度の研

できれば，高齢者にとって自然に楽しく生活の質

究では，独立した 2 台の杖型歩行支援ロボットの一

（クオリティ・オブ・ライフ：QOL）を保つことが

体型歩行支援制御に拡張した．要介助者は左右の肘

1)．しかし，脚力が弱った高齢者は，歩行の

および前腕を左右それぞれの杖型ロボットに配置

できる

際に転倒する可能性が大きく，彼らの歩行の補助を

して，歩行中の身体のバランスをとることができた．

行うとともに，その転倒を防止する歩行支援ロボッ

ロボットの利点は，歩行者の姿勢を計測することで，

*Faculty of Life and Medical Sciences, Doshisha University,Kyoto
Telephone:+81-774-65-6474, FAX:+81-774-65-6019,e-mail:ryokogaw@mail.doshisha.ac.jp
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転倒防止などその歩行の補助を能動的に行える点

に対する粘性係数 Dθ =100 [Nms/rad]であった．イ

にある．本年度は，2 台の杖型歩行支援ロボットの

ンピーダンスモデルから算出された指令速度をモ

一体型歩行支援制御において，インピーダンスモデ

ータコントローラ（オリエンタルモーター社製

ルの基づく歩行支援の問題点を，従来の歩行車との

BLHD100K）へ入力する時間間隔，6 軸力覚センサの

比較実験に基づいて調べる．

取得のサンプリングタイムはそれぞれ 10 ms であ
った． 制御部は制御 PC（OS：Windows XP，CPU：Core

２．方法

i3 3220T，Memory：4 GB），マルチ IO ボード（CONTEC

2.1 歩行支援ロボットの構成と歩行車

社製 AIO–163202F–PE），および無線 LAN アダプタか

本歩行支援ロボット（図 1）6-7)は 2 台の杖型歩行

ら構成される．左側ロボットの走行部には URG セン

支援ロボットから構成される．それぞれは，走行部，

サ（北陽電機社製 URG–04LX，計測距離 5600 mm，計

昇降部，操作部，および制御部の 4 つの部分から構

測角度 240 deg.，角度分解能 0.36 deg.，サンプリ

成される．それぞれのロボットの寸法は，幅 570 mm，

ングタイム 100 ms）が取り付けられている．

奥行き 495 mm，そして操作部の高さは 800 mm から

歩行車には，一般的に医療現場で使用されている

1320 mm の範囲内で調節可能である．質量は 40.5 kg，

歩行車（Kaya Products 社製 Posture control walker）

最大並進速度は 1.2 m/s である．走行部は 100W ブ

を使用する．その大きさは，幅 450 mm，奥行き 360

ラシレス DC モータ（オリエンタルモーター社製

mm，重量 8.5 kg で，高さは 800 mm から 990 mm の

BLH5100K–15）によって回転する 3 つのオムニホイ

範囲で調節可能である．

ール（土佐電子社製 TD–120[HS98]）から構成され
るので，走行平面上の全方向への移動が可能である．

2.2 歩行動作の計測

ロボットの高さを使用者の腕の位置に調整できる

モーションキャプチャシステム（ノビテック社製

ように，昇降部は 50 W ブラシレス DC モータ（オリ

VENUS3D–250N）を用いて，つま先（第一末節骨），

エンタルモーター社製 BLH450K–A），ボールねじ，お

踵（踵骨），骨盤（大転子），肩（肩峰），肘（外側

よびウォームギアを用いたセルフロック機構を有

上顆），手首（尺骨茎状突起）に取り付けた赤外線

している．操作部はグリップと前腕支持パッドから

マーカの位置計測から被験者の歩行動作中の膝関

構成されており，使用者は上肢で歩行中の身体を支

節角度と足首関節角度が計測周期 10 ms で計測さ

えることができる．また，前腕支持パッドの下部に

れた．歩行車およびロボットに取り付けた 6 軸力覚

は使用者が加えた操作力を検出する 6 軸力覚センサ

センサ（ワコーテック製: WEF–6A200–4）によっ

（ワコーテック社製 WEF–6A200–4）が設置されてい

て，被験者が歩行支援器に加えた操作力が，計測周

る．使用者が加えた操作力ベクトルが 6 軸力覚セン

期 10 ms で計測された．歩行時における被験者の下

サで計測される．ロボットの制御ソフトウェアでは，

肢筋の筋電位が計測周期 10 ms で計測された．計測

そのベクトルを入力としてインピーダンスモデル

する下肢筋は膝関節を伸ばす際に働く大腿直筋

が計算され，その出力である速度ベクトルが求めら

(RF : Rectus femoris muscle)，膝関節を曲げる際に

れる．その速度ベクトルがモータへの指令値となり，

働くハムストリング(Ham : Hamstring muscle)，

モータの動作が制御される．ロボットは，被験者の

足 関 節 を 伸 ば す 際 に 働 く 腓 腹 筋 (Gas :

操作力をもとに，インピーダンスモデルに従うよう

Gastrocnemius muscle)，足関節を曲げる際に働く

に制御される．インピーダンスモデル（図 2）のパ

前脛骨筋(TA : Tibialis anterior muscle)の 4 本

ラメータの設定値は，慣性係数 MX =400 [kg]，MY =200

であった．

[kg]，ΣR の原点回りの回転運動に対する慣性係数

Iθ =100 [kgm2/rad]，粘性係数 DX = 400 [Ns/m]，

2.3 実験方法

DY =200 [Ns/m], そしてΣR の原点回りの回転運動

歩行車およびロボットの操作時の使用者の姿勢
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の条件を等しくするため，歩行車およびロボットの

計値（積分値）
（図 4）を求めた．その積分値の平均

操作部高さを，被験者の手首位置高さに設定した．

値と分散値より，被験者全員に対して，帰無仮説を

高齢者疑似体験セットを装着した健常男性 9 名（A

「ロボット使用時と歩行車使用時における膝関節

から I，23.7±0.1 歳(平均±標準偏差)，身長 171

角度と足首関節角度のばらつきの母平均は等しい．」

±5.2 cm (平均±標準偏差)）に対して実験が行わ

と設定し，有意水準 5 %で t 検定を行った．さらに，

れた．高齢者疑似体験セットの装着によって，健常

正規化された時間（0 %，25 %，50 %，75 %，100 %

者である被験者が高齢者の歩行動作の特徴を再現

（図 4） ）ごとに関節角度のばらつきについて，帰

8)

できることが報告されている ．

無仮説を「被験者ごとロボット使用時と歩行車使用

実験開始前に歩行車およびロボットにおける使

時における足関節角度の分散は等しい．」と設定し，

用方法の説明を行い，実験前に 5 分間の歩行支援機

有意水準 5 %で F 検定を行った．さらに，歩行車，

を用いた歩行練習を行った．歩行実験では，右足が

あるいはロボット使用時における各被験者の歩幅

高齢者疑似体験セットで拘束された被験者が，歩行

を求め，帰無仮説を「被験者ごとにロボット使用時

開始時と終了時を除く 2000 mm の区間において，上

と歩行車使用時における歩幅の分散は等しい．」と

肢で歩行車あるいはロボットを支持することで自

設定し，有意水準 5 %で F 検定を行った．

身の体重の免荷を行いながら 5 歩の歩行動作を行っ
た．被験者には，肘関節を伸ばした状態（図 3）で

2.4.2 下肢筋の筋電位

歩行訓練ロボットあるいは歩行車を使用するよう

表面筋電位信号にはフィルタでは除くことので

に教示した．歩行実験の試行回数は各 5 回とした．

きない極端なピークを取る外れ値が含まれる．この

また，インピーダンスモデルに基づく速度可変制御

外れ値を除くため，表面筋電位データに対して RMS

におけるロボットの動作遅れ時間（力が負荷されて

（二乗平均平方根）処理を行った．平均時間は 50 ms

からロボットが動作し始めるまでの時間）を求めた．

とした 10)．表面筋電位信号は、計測部位や被験者に
よって差が生じるため，各被験者における試行ごと

2.4 計測データの処理

のデータの最大振幅平均値でデータ全体を除算す

2.4.1 膝関節角度と足首関節角度のばらつき

ることで，筋電位データを正規化（%RMS 値）した．

被験者ごと，そして試行回数ごとに，計測した歩

正規化されたデータに対して，被験者ごとに計測さ

9)

行期間を立脚期と遊脚期に分割した ．ここで，被

れた 1 歩ごとにおける 4 つの筋（大腿直筋 RF，ハム

験者のつま先が床から離れた瞬間から踵が着く瞬

ストリング Ham，腓腹筋 Gas，前脛骨筋 TA）の平均

間までを遊脚期，つま先が離れるまでを立脚期とし

筋賦活値 [%]が得られた．4 つの筋それぞれにおい

た．立脚期と遊脚期の 1 セットを 1 歩（1 歩行周期）

て，15 歩（3 歩×5 試行）の平均筋賦活値 [%]に対

とした．1 歩あたり得られた下肢関節角度データ数

して被験者ごとに，帰無仮説を「被験者ごとに歩行

を等しくするため，歩き始めの 1 歩と歩き終わりの

車を使用した歩行とロボットを使用した歩行にお

1 歩を除く 3 歩分の下肢関節角度データに対して，

ける筋肉賦活量の母平均は等しい．」と設定し，有

最小のデータ数の遊脚期の時間間隔で時間軸を正

意水準は 5 %で t 検定を行った．

規化し，各歩行期間を等しく調整した．被験者ごと
３．結果

に歩行車およびロボットそれぞれ 5 回の歩行を計測
したので，3 歩×5 試行の計 15 歩分の計測データが

3.1 膝関節角度と足首関節角度のばらつき

被験者ごとに歩行車およびロボットそれぞれに対

すべての被験者に対する膝関節角度の標準偏差

して得られた．被験者ごとに得られた 15 歩の計測

の合計値は，ロボット使用時において，245±113

データにおいて，正規化された時間（%）に対する

（平均値±標準偏差）deg，そして歩行車使用時に

膝関節角度あるいは足首関節角度の標準偏差の合

おいて，166±65（平均値±標準偏差）deg であり，

260

t 検定（有意水準 5 %）によって，有意差が認めら

力の入力に対して，0.5±0.1 s (Mean±S.D.)の遅

れた．同様に，足首関節角度の標準偏差の合計値は，

れを生じたことが分かった．被験者 A の歩行車使用

ロボット使用時において，112±36（平均値±標準

時 ，ロボット使用時のそれぞれの操作力を図 6 に

偏差）deg，そして歩行車使用時において，84±19

示す．歩行車使用時においては周期的に振幅してい

（平均値±標準偏差）deg であり，t 検定（有意水

るが，ロボット使用時においては赤い円で囲まれた

準 5 %）によって，有意差が認められた．膝関節角

部分のように，ピークを迎えた後で操作力をさらに

度と足首関節角度の標準偏差の合計値はいずれも

加えている傾向が見られた．他の被験者についても

ロボット使用時の方が歩行車使用時に比べて大き

同様の傾向が見られた．

くなった．歩行車およびロボットの使用に対して，
各関節角度の各正規化された時間（％）におけるば

４．考察

らつきについて F 検定（有意水準 5 %）の結果を表

膝関節角度と足首関節角度のばらつきについて

1 に示す．表 1 より被験者 A の足首関節角度におけ

は，被験者ごとの歩行周期の正規化された時間（％）

る正規化された時間 100 %，被験者 G の足関節角

ごとにおいても，ロボット使用時の方が歩行車使用

度における正規化された時間 0 %を除き，有意差が

時に比べて大きくなった．これは，ロボット使用時

認められた正規化された時間（％）では，ロボット

の方が歩行車使用時に比べて，歩行が不安定であっ

の使用時と歩行車の使用時を比較して，膝関節角度

たことを示している．被験者が，歩行に問題のない

および足首関節角度の分散が大きくなった．各被験

健常の若者であったことから，被験者の手が加える

者の歩幅の平均と標準偏差を表 2 に示す．表 2 より，

操作力にしたがって能動的に動作するロボットの

被験者 E と F を除き，ロボット使用時と歩行車使

方が，被験者の手で受動的に操作される歩行車より

用時を比べ，歩幅における分散には有意差が認めら

も操作性が悪かったことを意味している．この原因

れなかった．

として，ロボットの応答時間（力が負荷されてから
ロボットが動作し始めるまでの時間）の遅れが考え

3.2 各被験者の下肢筋賦活量

られる．歩行車を用いた歩行補助では，被験者の手

歩行車およびロボットを用いて歩行した際の各

の操作力に応じて，遅れなく歩行車は動作する．一

被験者の下肢筋賦活量を表 3 に示す．表 3 より被験

方，ロボットを用いた歩行補助では，あらかじめ設

者 A から D では，被験者 B，C の腓腹筋を除いて，

定されたインピーダンスモデルの持つ応答性，およ

全ての筋肉について有意差が認められ，ロボット使

びモデルに基づいて速度指令値を計算し，それをモ

用時と比べ，歩行車使用時の賦活量が大きくなった．

ータドライバへ出力するまでの時間が必要なため

被験者 E から I では，被験者 G，H，および I 以外で

動作遅れが生じた．被験者がロボットに操作力を加

は，ロボット使用時に比べ，歩行車使用時の賦活量

えてからロボットが動作するまで 0.5 s の遅れによ

が大きくなる傾向が得られた．図 5 は，被験者 A の

って，被験者はロボットの操作が困難となり，歩行

1 試行中における下肢筋賦活状態の変化を示す．図

が不安定になったと考えられる．図 6 からも分かる

5 より，下肢筋群の賦活状態は，床からつま先が離

ように，ロボットの動作遅れから，被験者は，主な

れる瞬間から上昇し始め，片足支持時（遊脚期）に

操作力を加えた後，さらに操作力を加えて，ロボッ

ピークとなっていることが観測された．他の被験者

トの動作を調整していることが分かる．ロボットの

についても同様の傾向が見られた．

動作と被験者の意図する動作とに偏差が生じてい
ることから，被験者の関節角度のばらつきも大きく
なったということが示唆される．歩幅におけるばら

3.3 ロボットの動作遅れ
インピーダンスモデルに基づく速度可変制御で

つきは，検定の結果では，有意差が認められなかっ

ロボットの動作を制御した実験では，被験者の操作

た．被験者が歩行に問題のない健常の若者であった
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ことから，被験者の意図とロボットの動作との差を

発, 日本機械学会論文集 C 編, 79(806), 3584–3596 (2013).

下肢関節角度の調整で補っている可能性が示され

7) Nishizawa, K., Tsumugiwa, T. and Yokogawa, R.,

た．

Development of the Walking-Support Robot Equipped with

筋肉の賦活量では，ロボット使用時に比べ，歩行

Force Detecting System, SICE Annual Conference, 2696–2698

車使用時の賦活量が大きくなる傾向が得られた．被

(2013).

験者の意図どおりにロボットが動作しないとい

8) 小林陽子, 高田谷久美子, 山岸春江, 瀧澤孝子, 高齢

う違和感から，被験者が脚を踏み出せていない可

者疑似体験装具装着による歩行への影響, 山梨大学看護

能性がある．また，ロボットは被験者の手の加え

学会誌, 1(1), 33–36 (2002).

た操作力に応じて，能動的に動作するため，下肢

9) Perry, J. and Burnfield, M. J., ペリー 歩行分析－正常歩

の力によってロボットを前へ移動させる必要が

行と異常歩行－, 医歯薬出版,2–30 (2012).

ない．一方，歩行車は能動的には動作しないので，

10) Cannon, D., T., Kolkhorst, F., W., Cipriani, D., J.,

被験者が下肢の力で前へ押し出す必要がある．

Effect of pedaling technique on muscle activity and

これが，筋の賦活量の変化に現れた可能性が高い．

cycling

efficiency,

European

Journal

of

Applied

Physiology, 99, 659–664 (2007).

５．おわりに
インピーダンスモデルの変数の設定が被歩行補
助者の歩行動作に大きく影響することが示された．
ロボットを用いた歩行補助効果を向上させるには，
ロボットの応答性が重要になることが示された．
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Table 2 The average and standard deviation of subject's stride lengths
in using the robot and the walker. The yellow means
the significant differences and has the larger values in variance.
The red means no significant differences but has the larger values
in variance.
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Table 3 Muscle activations of subject's left leg in using the robot and the walker.
The yellow means the significant differences and has the larger values in variance.
The red means no significant differences but has the larger values in variance.

Robot [%]
Gas
Ham

TA
Mean

A 40.1
B 44.2
C 40.3
D 55.6
E 57.2
F
53.8
G 66.9
H 75.4*
I 68.9**

S.D.

Mean

S.D. Mean

RF

S.D. Mean

5.6 29.8 5.7 35.9 4.1
4.5 40.1** 6.3 42.5 4.0
3.5 16.1** 2.7 33.1 2.8
8.1 59.5 6.9 57.2 7.1
5.5 60.8 6.3 64.7* 8.2
3.1 56.4 4.8 57.8* 7.1
4.1 66.7 5.5 68.7* 15.2
3.7 78.2* 7.2 70.3* 9.1
3.5 73.4 4.9 55.0* 15.4

Walking frames [%]
Gas
Ham

TA
S.D.

28.6 5.0
29.2 4.9
26.0 4.2
57.7 9.6
54.3 7.4
47.6 3.6
65.0 10.8
71.3 5.8
71.1 5.9
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Study on detection methods of brain activity for NIRS-BCI system
Akari Shimose*, Naoki Murashita, Kazuki Yanagisawa, Hitoshi Tsunashima
(Received March 28, 2017)

Brain Computer Interface (BCI) is a system that controls machines and devices by extracting neural information from human
brain activity and it is expected for nursing robot such as an artificial hand. The present study focuses on BCI that uses near-infrared
spectroscopy (NIRS). It is difficult obtain highly accurate control operations due to a trend signal appeared in the NIRS signal. In this
study, we developed an NIRS-BCI system that can detect the intention from human brain activity and output on/off signal in real time.
Signal processing method to remove the trend signal is proposed first and two machine learning methods (feedforward neural network :
FFNN and self-organizing maps : SOM with training signal) are evaluated. It is shown that the correct rate was 71.5% for the system
with the trend removal and SOM for measured NIRS signals of 13 participants.
Key words：Near-infrared Spectroscopy (NIRS), Brain Computer Interface (BCI), Machine Learning, Neural Network
キーワード：近赤外分光法,ブレイン・コンピュータ・インターフェース,機械学習,ニューラルネットワーク

NIRS-BCI における脳活動の識別方法に関する検討

日本大学 生産工学部 機械工学科
1.

下瀬あかり，村下直樹，栁澤一機，綱島均
そこで本研究では，ノイズやトレンドを含む NIRS

緒言

BCI(Brain Computer Interface)とは，運動器官を

信号に対しても高い精度で識別を行えるようにする
ため，NIRS 信号に対する信号処理方法と脳活動の識

用いずに脳神経情報を機械に入力することにより，

別方法について検討を行う．信号処理方法は 2 種類

機器を制御するシステムである．体を動かせない人

用意し，一つは最も単純な移動平均によるノイズ除

との意思疎通の補助などへの応用が期待されている

去，もう一つはトレンドにも対応できるよう，ノイズ

1)．

除去に加えトレンド除去を行うものとする．

NIRS(Near Infrared Spectroscopy)は頭皮・頭蓋

識別方法は 2 種類用意し，一つは一般的な順伝播

骨を容易に透過し頭蓋内に広がる近赤外線を当て，

型 ニ ュ ー ラ ル ネ ッ ト ワ ー ク (Feedforward Neural

その反射光を頭皮上で計測し，脳活動の様子をヘモ

Network : FFNN) 2)，もう一つは自己組織化マップ

グロビンの増減や酸素交換情報に伴う指標で計測す

(Self-organizing maps : SOM)3)を拡張した教師付き

る装置である．装置が小型で手軽に装着でき，体動に

SOM4)とする．SOM はニューラルネットワークの一

よる影響が少ないことから，BCI のための計測装置

種であり、教師なし学習によって入力データを任意

として適していると考えられる．しかし，NIRS 信号

の次元へ写像することができる。

には脳活動とは関係のないノイズや，上昇または下

本研究では学習時に SOM による教師あり学習を

降トレンドが含まれ，これが脳活動の識別の妨げに

行い，識別時に入力信号の一部を用いて教師なし学

なる場合があった．

* Nihon University, College of Industrial Technology
Telephone: 047-474-2339, E-mail: tsunashima.hitoshi@ nihon-u.ac.jp
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習を行う．これにより，トレンドによる NIRS 信号

る脳活動の変動を実現できた場合を想定し，様々な

の変化に対応できる可能性がある．これらの信号処

強度の線形上昇トレンドを含む理想的な脳活動の変

理方法と識別方法の組み合わせのうち，どれが最も

動を生成した．

精度よく識別を行えるかを検討する．

NIRS 信号の oxy-Hb はタスク時に上昇，レスト時に

トレンドを含む NIRS 信号に対する識別精度を検

下降することから，生成する信号はタスク時に 1 秒

討するため，実験にはトレンドを付加した仮想信号
を用いる．また，実際の脳活動を計測した実信号を用

当たり 0.05 ずつ上昇し，レスト時に 1 秒当たり 0.05

いた実験も行い，識別精度の評価を行う．

下降するものとした．また，脳活動の遅れを考慮し，
タスク・レストが切り替わってから 3 秒後に上昇，

2.

NIRS-BCI システムの構成

下降が始まるものとした．また，長期間タスクまたは

NIRS-BCI システムの概念図を図 1 に示す．まず，

レストが続いても NIRS 信号は上昇または下降を続

NIRS 装置を用いてシステム使用者の脳活動を計測

けないため，最大値を 1，最小値を 0 とし，その範囲

する．計測した信号は PC に Bluetooth を用いて送

を超えて上昇または下降をしないものとした．

信する．PC では機械学習を用いて脳活動の変動パタ

NIRS によって計測された信号には，高周波な計測装

ーンの学習と識別を行う．学習時は，レスト時に脳が

置のノイズ，呼吸による変動，血圧変動や体温調整に

リラックスしている状態，タスク時に脳が賦活して

よる変動，低い周波数であるトレンドなどが含まれ

いる状態の計測を行い，得られた NIRS 信号とタス

るため，生成する信号にはホワイトノイズとトレン

ク・レストの組を用いて脳活動の変動パターンの学

ドを加える．トレンド強度は 60 秒あたりの上昇率が

習を行う．識別時は，機械学習を用いて使用者がタス

①0%，②10%，③20%，④30%，⑤40%，⑥50%のも

クとレストのどちらを意図しているかを識別する．

のを用意した．仮想信号のブロックデザインと波形

含まれるノイズや，低い周波数であるトレンドなど

の例を図 2 に示す．前半部分からはじめの 60 秒を除

を取り除くため，NIRS 装置により計測した oxy- Hb

いた部分を学習データ，後半部分からはじめの 60 秒

信号に対して前処理を行う．また，微分値の算出を行

を除いた部分を識別データとして用いた．

い，NIRS 信号の 1ch と 2ch の oxy-Hb と oxy-Hb の

3.2

微分値，合計 4 つの信号を，脳活動の識別に用いる．

実信号の計測

もぐらたたきゲーム

機械学習の出力をもとに機械やゲームを制御するた

5)をプレイ中の実験参加者か

ら，NIRS 信号を計測した．

めの On/Off 信号を生成する．

実験は前レスト 60s の後，レスト・タスクを交互
に 20 秒ずつ，5 回繰り返すものとした．実験のブロ
ックデザインと実信号の例を図 3 に示す．計測した
5 回のデータのうち，2，3 番目の組を学習データ，

Measure NIRS signal
Brain

Transfer data

もぐらたたきゲームのディスプレイには，キャラ
Output
on/off signal

Input data
Preprocessing

4，5 番目の組を識別データとして用いた．

NIRS

クターが隠れている穴とハンマーが表示される．タ
スク時に実験参加者が意識を集中させて脳が賦活す

Classifier

ると，ハンマーがキャラクターを叩く．このようにし
て実験参加者は集中したりリラックスしたりを繰り

Fig. 1. NIRS-BCI system
3.

3.1

返す訓練を行う．実験は一人あたり 1 日 2 回，5 日
間，計 10 回行い，ゲームスコア 5)の最も良い回のデ

脳活動の識別に使用する入力データと前処理

ータを使用した．

仮想信号の生成

実 験 参 加 者 は 健 常 者 13 名 と し ， 計 測 装 置 は

本研究で用いる信号処理方法と識別方法が，トレン

PocketNIRS を使用した．測定部位は前頭前野左右

ドを含む NIRS 信号に対してどの程度有効であるか

外側部(国際 10-20 法における Fp1，Fp2)とした．実

を検討するために，BCI 使用者が完全に再現性のあ

験実施前には実験の趣旨説明と併せてインフォーム
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の最大値と最小値を求め，その平均値をそのサンプ

ドコンセントを行った．

Hb conc.

リング点の値から引く処理を行う．
T:Task R:Rest
R T R T R T

1
0.8
0.6
0.4
0.2
0

R T R T R TR T R T

最大値・最小値を求める区間(p)は，実信号に対し

R T R T

てはタスク・レストの繰り返しの周期に合わせ 40 秒
に設定する．仮想信号は周期が一定でないため，最長
0 30 10 50
100 20 40 200
30030 30 10400
20
30
50 10 40 20
50 20 40 500
50 10 40 600
Time[s]

の周期に合わせ，60 秒に設定する．次に 3.3.1 の方
法と同様に初めの信号を除去し，正規化を行う．

Fig. 2. Virtual NIRS signal

4.

4.1

Hb conc.

R

T

R

T

R

T

R

T

R

るための識別器の一つとして，FFNN を用いた．本

T

研究で用いる FFNN は，層の数が入力層，中間層，
出力層の三層構造のものとした．ユニット数は入力
0

60

20

20100
Time[s]

層 4 個，中間層 8 個(仮想信号)または 30 個(実信号)，

200

出力層 1 個とした．学習方法にはバックプロパゲー
ションを使用し，学習回数は約 5 万回とした．

Fig. 3. Measured NIRS signal
3.3
3.3.1

FFNN を用いた識別

本研究では NIRS 信号から脳の活動状態を識別す

T:Task R:Rest
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0

機械学習を用いた脳活動の識別

4.2
入力データの前処理

教師付き SOM を用いた識別

二つ目の識別方法として，教師付き SOM を用い

移動平均のみによる処理

た．教師付き SOM は一般的な SOM を拡張したもの

入力データの処理方法の一つとして，移動平均で

で，学習時に教師信号も加えた入力データを用いて

ノイズを除去する単純な信号処理を行った．学習デ

出力層を生成する．識別時は教師以外の入力データ

ータ，識別データ共に，実際に学習・識別に使用する

を用いて入力データが出力層のどのユニットに近い

部分の 1 つ前のレスト・タスクの組を含めて信号処

か判定し，そのユニットのもつ教師信号を出力とす

理を行った．

る．

まず，学習データとなる NIRS 信号の oxy-Hb に

本研究では，NIRS 信号に徐々に上昇・下降をする

片側移動平均処理(移動平均点数 25 点)を行い，ノイ

トレンドが含まれる場合に対応するため，識別時に

ズを除去する．次に，その信号から微分値を算出し，

教師なし学習を行い，oxy-Hb に対応した結合荷重の

微分値に対しても移動平均処理を行う．次に，仮想信

み修正する．教師なし学習の学習強度は，教師あり学

号ははじめの 60 秒，実信号ははじめの 40 秒を取り

習時に学習が 7 割進んだときと同等に設定した．ユ

除く．次に，oxy- Hb と微分値の最大値・最小値をそ

ニット数は入力層 5 個，出力層 100 個とした．学習

れぞれ求め，これを基準に oxy-Hb 信号とその微分値

回数は約 3 万回(実信号識別時は約 1 万回)とした．

を正規化する．
識別データにも学習データと同様の処理を行う．

4.3

ただし，識別データはリアルタイムで処理する必要

4.3.1

があるため，学習データの最大値・最小値を基準に正

評価結果
仮想信号の識別正答率

識別データ計測時のブロックデザインのタスク

規化を行う．

(On)とレスト(Off)と，識別器の On/Off 判定が一致し

3.3.2

た割合を求め，正答率を算出した．

移動平均とトレンド除去による処理

仮想信号の識別結果を図.4 に示す．移動平均のみ

二つ目の信号処理方法として，ノイズだけでなく

の信号処理と FFNN を組み合わせる方法では，トレ

トレンドにも対応した信号処理を行った．

ンド強度が高くなるほど正答率が低下しており，ト

まず，3.3.1 の方法と同様に，oxy-Hb に対して移

レンド強度の高い信号は識別できていないことがわ

動平均処理と微分値の算出を行う．次に，1ch， 2ch

かる．その他の方法ではトレンド強度に伴う正答率

の oxy-Hb に対し，各サンプリング点の p 秒前から

の低下は見られなかった．
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このことから，信号処理によるトレンド除去や，教

ることがわかった．実信号を用いた実験でも同様の

師付き SOM による識別時のオンライン学習が，ト

結果になることが確認できた．また，トレンド除去を

レンドを含む NIRS 信号に対して有効であると考え

行う信号処理と教師付き SOM の組み合わせが最も

られる．

高い識別精度となった． SOM を使用する場合の問
題点として，長時間の識別を行った場合に教師なし

4.3.2

学習がどのような影響を与えるのかがわからないこ

実信号の識別正答率

次に，実信号の識別結果を図.5 に示す．13 名中 8

とが挙げられる．今後，より長い実験デザインを用い
て，実験回数を増やして検討を行う必要がある．

名の実験参加者は，トレンド除去ありの信号処理を
行うか，学習時に教師あり学習，識別時に教師なし学
習を行う教師付き SOM を使用することで，トレン

参考文献

ドを含む信号に対する正答率が高くなった．信号処

1) 木 村 達 洋 ， 山 崎 清 之 ， ” 最 近 の Brain-Computer-

理・識別方法による正答率の差が見られない実験参

Interface(BCI)研究の動向”，東海大学紀要開発工学部，

加者が存在したが，これは NIRS 信号にトレンドを

Vol.20，7-12(2011)．

含まない実験参加者や，集中・安静の切り替えができ

2)岡谷貴之，深層学習，(講談社，2015)．

ていない実験参加者がいたためであると考えられる．

Teuvo Kohonen，自己組織化マップ，大北 正昭監修，((丸善

出版，
出版，2016)．

また，実験参加者 13 名の平均正答率は，移動平均

3)盛安一真，吉川毅，野中秀俊，”自己組織化マップを用い

のみの信号処理と FFNN を組み合わせる方法で

た教師あり学習によるエージェント協調動作獲得手法”，

65.1%，移動平均のみの信号処理と教師付き SOM を

情報処理学会研究報告，Vol.2010-MPS-80，No.27，1-6(2010)．

組み合わせる方法で 70.0%，移動平均とトレンド除

4)奥村壮太，下瀬あかり，柳澤一機，綱島均，”スマートフ

去の信号処理と FFNN を組み合わせる方法で 69.9%，

ォンを利用した小型 NIRS-BCI システムの開発”，日本大学

移動平均とトレンド除去の信号処理と教師付き

生産工学部第 48 回学術講演会公演概要，1057-1060(2015)．

SOM を組み合わせる方法で 71.5%となった．差は小
さいものの，入力データの前処理でトレンド除去を

FFNN without trend removal
SOM without trend removal
FFNN with trend removal
SOM with trend removal

行い，識別に教師付き SOM を用いる方法が，最も正
答率が高いことがわかった．ただし，SOM を使用す
Correct rate [%]

る場合，長時間の識別を行った場合に教師なし学習
がどのような影響を与えるのかがわからないという
問題があり，今後より長い実験デザインを用いて検
討を行う必要がある．
5.

まとめ

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

本研究では NIRS-BCI システムの識別精度向上を

0

10

20

30

40

50

Trend intensity[%/60s]
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Fig. 4. Correct rate of virtual NIRS signal

活動の識別方法について検討を行った．信号処理方
法として，移動平均を行うもの，移動平均に加えト
レンド除去を行うものの 2 種類を用いた．識別方法

FFNN without trend removal
SOM without trend removal
FFNN with trend removal
SOM with trend removal

としては FFNN と，教師付き SOM の 2 種類を用
い，信号処理方法と識別方法を組み合わせて識別精
Correct rate [%]

度を比較する実験を行った．教師付き SOM は学習
時に教師あり学習を行い，識別時に入力データの一
部を用いて教師なし学習を行うものとした．
仮想信号を用いた実験では，トレンド除去ありの
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教師なし学習を行う教師付き SOM を使用すること

Fig. 5. Correct rate of measured NIRS signal

で，トレンドを含む信号に対する識別精度が高くな
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Study on evaluation of driver’s condition using near infrared
spectroscopy
(Relationship between workloadɾattention and prefrontal cortex)
Kazuki YANAGISAWA* , Kenshuke KADOI* , Hitoshi TSUNASHIMA*
(Received March 31, 2017)
This study evaluates driver’s workload and attention by measuring brain activity. Driver’s brain activity is measured
using near-infrared spectroscopy (NIRS). Whether the reduction of driving workload by Adaptive Cruise Control (ACC)
system can be evaluated from brain activity was discussed through experiments using a driving simulator. The results
revealed that while the outer portions of the frontal lobe were active in connection with driving performance when the
participant drove without ACC, no activity related to driving performance was seen with the use of ACC. Whether the
evaluation of drivier’s attention by automated driving system can be evaluated from brain activity was discussed through
experiments using a real car. The results revealed that no activity related to drivier’s attention was seen when the
particpant use automated driving. These results suggest the possibility of evaluating driver’s workload from measurement
of brain activity using NIRS. However, these results shows that it is diﬃcult to evaluate of driver’s attention from prefrontal
area using NIRS.

Key words ɿ NIRS(near-infrared spectroscopy), driving assistance systems, ACC(Adaptive Cruise Control), automated
driving.
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ͳධՁΛߦ͏͜ͱ͕͍͠ͱ͍͏͕ܽ͋Δɽ

ݮΛ׆ಈ͔ΒධՁ͕ͨ͋͠ڀݚΔ

NIRS ۙ֎ޫΛ༻͍ͯɼoxy-Hb ͱ deoxy-Hb ͷ
มԽྔΛଌఆ͢ΔஔͰ͋Γɼମಈͷ੍͕ݶগͳ͘ɼ࣮

3

ࢀݧՃऀʹରͯࣗ͠વͳঢ়ଶͰ࣮͑ߦ͕ݧΔͨΊɼӡస

ӡసෛ୲ͱ׆ಈ

࣮ํݧ๏

࣌ͷػͷධՁΛߦ͏্Ͱ༗ͳํ๏Ͱ͋Δɽࡏݱɼ

3.1

NIRS ܭଌʹΑΔυϥΠϏϯάγϛϡϨʔλ 4,

ɼ࣮ं

υϥΠόͷӡసෛ୲Λ׆ಈ͔ΒධՁՄ͔͢ূݕΔ

ͷυϥΠόͷ׆ಈ͕ใࠂ͞Ε͓ͯΓɼ׆

ͨΊʹɼυϥΠϏϯάγϛϡϨʔλΛ༻͍ͯɼਤ 1 ʹࣔ

ӡస࣌

6)

5)

ಈ͔ΒυϥΠόͷෛ୲ҙΛධՁͰ͖ΔՄੑΛࣔ͠

͢ύλʔϯΛ࣋ͬͨઌߦंΛै͢Δ࣮ݧΛߦͬͨɽ

͍ͯΔɽ

ӡస݅ɼACC Λ༻ͯ͠ઌߦंʹै͢Δ݅ͱɼ

ຊͰڀݚɼυϥΠόͷ׆ಈ͔ΒυϥΠόͷෛ୲

ACC Λ༻ͤͣʹ࣮ࢀݧՃऀࣗΒͷૢ࡞ʹΑͬͯै

ҙΛධՁ͢Δ͜ͱΛతͱ͠ɼ̎ͭͷ࣮ݧΛߦ͏ɽ̍

͢Δ 2 ݅Λઃఆͨ͠ɽίʔεઢͱ͠ɼ్தͷंઢ

ͭͷ࣮ͰݧɼυϥΠόͷෛ୲ͱ׆ಈͷؔΛ໌Β

มߋӈࠨંɼઌߦंͷ͍ӽ͠ ͨ͠ͱࢭې9) ɽ

͔ʹ͢ΔͨΊʹɼυϥΠϏϯάγϛϡϨʔλΛ༻͍ͯલ

࣮ݧ࠷ॳʹ ACC Λར༻͢Δ݅Λߦͬͨɽ͜ͷͱ

ड़ͷ ACC ʹΑΔӡసෛ୲ͷมԽΛධՁͰ͖Δ͔͢ূݕ

͖࣮ࢀݧՃऀʹɼϋϯυϧૢ࡞ͷΈߦ͍ɼACC ʹΑΔ

Δɽ2 ͭͷ࣮Ͱݧɼࣗಈӡసं྆Λ༻͍࣮ͨं࣮ݧ

੍ޚͷΈͰઌߦंʹै͢ΔΑ͏ʹͨࣔ͠ڭɽACC

Λߦ͍ɼυϥΠόͷ׆ಈͱӡసʹڥର͢Δҙͷม

Λ༻࣮ͤͣࢀݧՃऀࣗΒૢ࡞͢Δ݅ͰɼACC 

ԽΛධՁՄͰ͋Δ͔ূݕΛߦ͏ɽ

༻࣌ͱಉఔͷंؒڑΛҡ࣋ͯ͠ߦ͢ΔΑ͏ࣔ͠ڭ
ͨɽͲͪΒͷ݅ 1 ࢼߦ 210 ඵͱ͠ɼ͜ͷ 2 ݅Λ 2

2

ճͣͭަͨͬߦʹޓɽ

NIRS ʹΑΔ׆ಈܭଌ

ଌఆஔɼౡ࡞ॴɼۙ֎ޫΠϝʔδϯά
ۙ֎ޫஔʮੜମͷ૭ʯͱݺΕΔੜମಁա
ੑ͕ߴ͍ۙ֎ྖҬͷޫʢ700-900nmʣΛ༻͍ͯ

7)

ஔ OMM-3000 Λ༻͍ͨɽޫϑΝΠόͷஔਤ 2 ͱಉ

ɼϔ

༷Ͱ͋Γɼશ 42ch Λܭଌͨ͠ɽαϯϓϦϯά 0.205s
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Fig. 1. Speed pattern of leading car.
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Fig. 2. Position of optical ﬁbers and channels (OMM3000).

(b)Functional brain imaging

Fig. 3. Result of following a leading vechile without
ACC system.

ͱͨ͠ɽ·ͨɼ׆ಈͷܭଌͱซͤͯυϥΠόͷӡసૢ
࡞ΛυϥΠϏϯάγϛϡϨʔλʹΑΓهͨ͠ɽ࣮ࢀݧ
Ճऀී௨ࣗಈं໔ڐΛ࣋ͭ 20 உੑ 22 ໊ͱ͠ɼ࣮ݧ
࣮ࢪલʹ࣮ݧͷझࢫઆ໌ͱซͤͯΠϯϑΥʔϜυίϯ
ηϯτΛߦͬͨɽ

3.2

࣮݁ݧՌ

ଌఆ࣮ͨ͠ࢀݧՃऀ 22 ໊ͷɼڑؒंͨࣔ͠ڭΑ

͞Βʹɼ࣮ࢀݧՃऀࣗΒૢ࡞͍ͯ͠Δͱ͖ͷػը

Γେ෯ʹं͕ؒڑ͔࣮ͬͨࢀݧՃऀ 3 ໊ɼݮૢ࡞

૾Λਤ 3ʢbʣʹࣔ͢ɽػը૾͔Βݮૢ࡞Λߦͬͯ

࣌ͷମಈ͕େ͖͘ΞʔνϑΝΫτʹΑΔӨ͕ڹେ͖͍࣮

͍Δͱ͖ʹલ಄લ྆֎ଆ෦ͷ oxy-Hb ্͕ঢ͍ͯ͠Δ

ࢀݧՃऀ 2 ໊ͷ ܭ5 ໊Λআ֎͠ɼ17 ໊ͷ࣮ࢀݧՃऀΛ

͜ͱ͕Θ͔Δʢਤதͷന৭෦ʣɽ͜ͷ͜ͱ͔Β࣮ࢀݧ

ରʹղੳΛߦͬͨɽ

ՃऀࣗΒૢ࡞͍ͯ͠Δͱ͖ɼӡసૢ࡞ʹؔ࿈ͯ͠લ಄

༗ޮ࣮ࢀݧՃऀ 17 ໊ͷ݁ՌΛඪ४ಘԽ͠ɼ֤݅

લ྆֎ଆ෦͕׆ಈ͢Δ͜ͱ͕Θ͔ͬͨɽ

ͷฏۉΛٻΊͨɽACC Λར༻ͤͣʹ࣮ࢀݧՃऀࣗΒ
ૢ࡞ͯ͠ઌߦंʹैͨ͠ͱ͖ͷ݁ՌΛਤ 3 ʹɼACC
Λ༻ͯ͠ैͨ͠ͱ͖ͷ݁ՌΛ 4 ʹࣔ͢ɽ

͔͠͠ɼਤ 4ʢaʣΑΓɼACC Λར༻͍ͯ͠Δͱ͖ɼ

ਤ 3ʢaʣͷલ಄લӈ֎ଆ෦ 35ch ͷ NIRS ৴߸ͱं

oxy-Hbɼdeoxy-Hb มಈ͍ͯ͠Δ͕ɼं྆ʹແ

྆ͷؔΑΓɼ࣮ࢀݧՃऀࣗΒૢ࡞͍ͯ͠Δͱ͖

ؔͳมಈΛࣔͨ͠ɽਤ 4ʢbʣͷػը૾͔Βɼ

ɼं྆ʹؔ࿈ͯ͠ oxy-Hbɼdeoxy-Hb ͕มಈ͠

ߦதʹ oxy-Hb ্ঢ͓ͯ͠Βͣɼं྆ʹؔ࿈ͨ͠

͍ͯΔɽं͕྆Ճ࢝͠ΊΔͱɼoxy-Hb ্ঢΛ࢝Ίɼ

׆ಈΛࣔ͞ͳ͔ͬͨ 10) ɽҎ্ͷ݁Ռ͔Βɼલ಄લ

ݮ࣌ʹߴ͍Λ͍ࣔͯ͠Δɽdeoxy-Hb ߦதʹݮ

྆֎ଆ෦ʹ͢Δ͜ͱͰɼυϥΠόͷӡసෛ୲ΛධՁ

গ͓ͯ͠Γɼ͕׆ಈ͍ͯ͠Δ͜ͱ͕֬ೝͰ͖Δɽ

Ͱ͖ΔՄੑΛࣔͨ͠ɽ

271

oxy-Hb

deoxy-Hb
ACC
Driving

䐟

࣮݁ݧՌ

ࣗಈߦ࣌ͱखಈߦ࣌Ͱͷ׆ಈͷେ͖ͳҧ͍ӡ

䐠

సʹର͢ΔҙΛөͨ͠׆ಈ΄ͱΜͲ֬ೝ͢Δ͜

0.02

45

ͱ͕Ͱ͖ͳ͔ͬͨɽ

0

30

-0.02

15

-0.04

90

120

150

Speed (km/h)

60

0.04
Hb.conc (mM cm)

4.2

Speed

།Ұ՝ʹؔ࿈ͨ͠׆ಈΛ֬ೝͰ͖ͨ໘ͱͯ͠
ɼࣗಈӡస͔ΒखಈӡసͷΓସΘΓʹ oxy-Hb ͕
্ঢ͢Δ͕ݟΒΕͨɽࣗಈӡస͔ΒखಈӡసʹΓ

0
210

180

ସΘͬͨ࣌ͷதԝ෦ʢ8chʣͷ׆ಈΛਤ 7 ʹࣔ͢ɽ
ਤ 7 ɼ210 ඵ͔Β 225 ඵʹઌߦं͕྆ಓ࿏ʹఀंɼ

Time (s)

ͦͷࣗޙಈӡసं͕྆ճආͰ͖ͳ͍োͱஅͯࣗ͠

(a)Task-related NIRS signal and vehicle speed (35ch)

ಈӡస͕ఀࢭ͠खಈӡసʹΓସΘΓ, खಈӡసͰఀࢭ
ं྆Λճආͨ͠໘ͷ NIRS ৴߸Ͱ͋Δɽ͜ͷ࣌ઌߦं

䐟
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4.3

Fig. 4. Result of following a leading vechile with ACC
system.

ߟ

ࠓճͷ࣮Ͱݧɼࣗಈӡసͱखಈӡసͷ׆ಈͷҧ͍
Λ֬ೝ͢Δ͜ͱ͕͖ͳ͔ͬͨɽࣗಈӡసɾखಈӡసʹՃ

4
4.1

͑ͯɼपลʹڥରͯ͠ඇৗʹҙਂ͘ӡస͢ΔΑ͏ʹ

ҙͱ׆ಈ

ͨࣔ͠ڭ݅Ͱͷܭଌߦ͕ͬͨؔ࿈ͨ͠ො׆΄ͱΜ

࣮ํݧ๏

Ͳ֬ೝͰ͖ͳ͔ͬͨɽ͜ΕΒͷ݁ՌͷݪҼͱͯ͠ɼଌ
ఆ෦Ґͷ͕ߟ͑ΒΕΔɽ

ӡసʹର͢Δҙͱ׆ಈͷؔΛ໌Β͔ʹ͢ΔͨΊ
ʹɼࣗಈӡసं྆Λ༻͍࣮ͯݧΛߦͬͨɽ࣮͠༻ʹݧ

ෛ୲ܭଌͷ࣮ͰݧɼυϥΠϏϯάγϛϡϨʔλΛ༻

ͨࣗಈӡసं྆ۚେֶ͕ॴ༗͍ͯ͠ΔϨϕϧ 2 (Ճ

͍࣮ͨͨͨͬ͋ͰݧΊɼ͍ൣғΛܭଌͰ͖ΔେܕϚϧ

ɾૢɾ੍ಈͷ͏ͪෳͷૢ࡞ΛγεςϜ͕ߦ͏ঢ়ଶɽ

ννϟϯωϧ NIRS ஔΛ༻ͨ͠ɽ͔͠͠ɼ࣮ं࣮ݧ

υϥΠόৗ࣌ɺӡసঢ়گΛ͢࡞ૢࢹΔඞཁ͕͋Δɽ)

ʹ͓͍ͯɼେܕஔΛ༻ͨ͠ܭଌࠔͰ͋Γɼখ

ͷࣗಈӡసं྆Λ༻ͨ͠ɽӡసίʔεʹ͍ͭͯचऱࢢ

ܕͷ NIRS ஔΛܭଌͨ͠ɽͦͷͨΊɼલ಄લதԝ෦

αςϥΠτϥϘ͔Βचऱ૯߹පӃ·Ͱͷࢢ֗Λԟ෮

ͷܭଌ͕த৺ʹͳΓɼ྆֎ଆ෦ͷଌఆͰ͖Δൣғ͕ඇৗ

ߦͨ͠ʢਤ 5ʣɽࣗಈӡసγεςϜʹΑͬͯߦ͢Δ

ʹগͳ͘ͳΓɼ՝ʹؔ࿈ͨ͠෦ҐΛଌఆͰ͖ͳ͔ͬͨ

݅ͱखಈӡసʹΑͬͯߦ͢Δ 2 ݅Λઃఆͨ͠ɽ

Մੑ͕͋Δɽ

࣮ࢀݧՃऀࣗಈӡసं྆ͷӡసࢿ֨Λ༗͢Δஉੑ

ࣗಈंӡస࣌ͷҙͱ׆ಈͷؔΛใࠂͨ͠ͱڀݚ

2 ໊ͱͨ͠ɽ׆ಈલड़ͷӡసෛ୲ͷ࣮ͨ͠༻Ͱݧ

ͯ͠ɼ؛ɾখ܀Β 11,

OMM-3000 ஔ͕େ͋ͰܕΓɼ࣮ं࣮͍͓ͯʹݧ

͢Δ͕͋ڀݚΔɽ؛Βখܕͷ NIRS ʹΑΔ׆ಈܭଌ

ंࡌ͕ඇৗʹࠔͰ͋ΔͨΊɼଌఆͰ͖Δ ch গͳ

͔Βɼ௨ৗӡస࣌ͱൺֱͯ͠ࢦઌݺশΛߦͬͨͱ͖ʹલ

͍͕ɼখͰܕ؆ศͳܭଌ͕ՄͳεϖΫτϥςοΫࣾ

಄લ͕ො͢׆Δ͜ͱΛใࠂ͓ͯ͠Γɼपลڥͷ

OEG16 Λ༻͍ͯલ಄લΛશ 16 ̷̲ܭଌͨ͠ɽਤ 6 ʹ

ҙϨϕϧΛલ಄લͷ׆ಈ͔ΒධՁͰ͖ΔՄੑΛࣔ

νϟϯωϧஔΛࣔ͢ɽ

͍ͯ͠Δɽ
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͔͠͠ɼͦͷ؛ޙɾখ܀Βͷใࠂ 13) ͰɼࢁాΒͷ

NIRS ৴߸͔Βൽෘ݂ྲྀͷӨڹΛܰ͢ݮΔํ๏ 14) Λద
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༿ͷྲྀ݂ॴہมಈʹ͍ͭͯใࠂ͓ͯ͠Γɼࢦ͞͠ݺশʹ

Fig. 7. Brain activity in switching of the automated
driving system (8ch).

ΑΓҙɾूதͷೝػ͕׆ੑԽ͞Εɼલ಄લ͕
׆ಈ͢Δ͜ͱΛใࠂ͍ͯ͠Δɽ͔͠͠ɼใࠂ͍ͯ͠Δ׆
ಈ෦Ґલ಄લ྆֎ଆ෦͕த৺Ͱ͋Γɼຊ༻Ͱڀݚ
ͨ͠খ ܕNISR ஔͰɼͦΕΒͷ෦ҐΛܭଌͰ͖ͳ

ͨΊʹɼυϥΠϏϯάγϛϡϨʔλΛ༻͍ͯ ACC ʹΑ

͔ͬͨՄੑ͕͋Δɽ

Δӡసෛ୲ͷมԽΛධՁͰ͖Δ͔ͨ͠ূݕɽͦͷ݁Ռɼ

ञҪΒ 16) ͔ͳर͍ςετ࣌ͷલ಄લͷ׆ಈΛܭ

ACC ʹΑΔӡసෛ୲ͷܰʹݮΑΓɼલ಄લͷ׆ಈ

ଌ͠ɼ࡞ۀʹؔ࿈͢Δҙલ಄લ֎ଆ෦ɼ՝

͕Լ͢Δ͜ͱΛ֬ೝ͠ɼલ಄લΛରʹͨ͠׆ಈ

ʹର͢Δ֮੧ʹؔ࿈͢Δҙதԝ෦ʹؔ࿈͢Δ׆ಈ

ܭଌʹΑΔυϥΠόͷෛ୲ධՁͷՄੑΛࣔͨ͠ɽ

͕දΕΔՄੑΛ͍ࣔͯ͠ΔɽຊݕͰڀݚ౼ͨ͠ҙ

2 ͭͷ࣮Ͱݧɼࣗಈӡసं྆Λ༻͍࣮ͨं࣮ݧΛ

؛ɾখ܀Βͷࢦ͞͠ݺশʹؔ͢Δҙɼ࡞ۀʹؔ

ߦ͍ɼυϥΠόͷ׆ಈͱӡసʹڥର͢ΔҙͷมԽ

࿈͢ΔҙͰ͋Δͱߟ͑ΒΕΔ͕ɼখ ܕNIRS Ͱ֎ଆ

ΛධՁՄͰ͋Δ͔ূݕΛߦͬͨɽࣗಈӡస͕ఀࢭ͠ख

෦ͷ׆ಈΛेʹܭଌͰ͖͍ͯͳ͍͜ͱ͔Βɼࠓճઃ

ಈӡసʹΓସΘΓ, खಈӡసͰఀࢭं྆Λճආͨ͠

ఆͨ͠Α͏ͳҙΛ׆ಈ͔ΒධՁͰ͖ͳ͔ͬͨՄੑ
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Improved Traffic Signal Detection for Multiple Lighting Objects
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Automated vehicle researches move on to the public road experiments. This study focuses on a traffic signal detection based on
mono-camera, predefined map database and accurate vehicle pose which is estimated by a localization module. An image ROI
(Region-Of-Interest) can be calculated by the map data and the vehicle pose. This paper handles a situation with multiple signals
appeared in an ROI. We propose a probabilistic method for an image location of the target traffic signal in order to realize
simultaneous traffic signal detection for urban driving. Experiments show the performance of the proposed method for real driving
data.
.H\ZRUGV：Electronics and control, Image recognition system, Image processing, Traffic signal detection




複数の点灯物による誤検出を考慮した信号機認識


米陀 佳祐菅沼 直樹モハマド・アムロ・アッディバージャ

．ま え が き
自動運転に関する研究が企業・大学を中心として

道路情報を用いて交通法規に従う安全な走行軌道
を最適化する．

活発に進められている．欧米，アジアなどでは一般

4. 最適化された走行軌道に従い車速及びステアリン

道での実証実験に関する取り組みも報告されてい

グを滑らかに制御する．

(1)(2)(3)

．我々は 2015 年より石川県珠洲市にて公道
る
実証実験を実施しており，全長約 60km のルートを

確実に認識する方法として，デジタル地図の活用が

使った実験を進めている．自動運転で用いる実験車

挙げられる．白線や信号機などの道路特徴物は一般

両は，Lidar，ミリ波，カメラ，GNSS/IMU などのセ

的に固定された物体であるため，事前に整備された

ンサ情報を統合したシステムを用いて以下の処理

地図情報を参照することで誤検出及び処理コスト

をリアルタイムで実施する．

の削減が期待できる．

得られたセンサデータから周辺の道路特徴物を

1. センサの情報から自車周辺の移動物体や障害物，
道路特徴物（白線，縁石，信号機等）を認識する．

本研究では，単眼カメラと地図情報を使った信号
機の認識技術に焦点を当てる．信号機は自動車の交

2. デジタル地図の特徴物と観測したセンサ情報をマ
ッチングして地図内の現在位置を高精度に推定す

差点走行において重要な道路特徴である．自動運転
の場合では，認識した信号機の状態に従って停止す

る．
3. 認識した物体情報，自車位置及びデジタル地図の

る必要があるため，100m 以上遠方からの認識が要
求される．画像処理による信号機の認識では，図 1

*Institute for Frontier Science Initiative, Kanazawa University
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案していた手法では，地図情報から ROI を利用する
だけでなく，深層学習による識別器を用いることで
認識精度の改善を達成した．また，過去の認識結果
と位置情報を関連付けたデータベースを用いた顕
著性マップを与えることで誤検出の削減を実現し
た．
本研究では，地図情報を活用した信号機認識にお
ける課題を別の視点で議論する．自動運転において，

Fig.1 Typical Traffic Signal Image at Different

認識した信号機の状態は，走行を予定する交差点の

Brightness

状態を判断するために利用される．従って，地図情
報の信号機は，位置情報を持つだけでなく，各交差
点及び各停止線と対応付けられている．そのため，
認識をする際には，ROI ごとに対応する信号機を画
像中から検出することが重要である．しかし市街地
道路において，近距離に複数の交差点が並ぶ直線道
路では，図 2 のように画像の ROI 内に複数の信号機
が観測される場合が存在する．従来の認識手法を直
接適用すると，いずれか又はすべての信号機を検出

Fig.2 Multiple Traffic Signals in ROI

することが期待できるが，対応する信号機のみを検
出することは困難である．そこで，本研究では ROI
内に対象の信号機が存在する位置の確率分布を定
義することで，この誤検出を削減する方法を提案す
る．
．実験装置
2.1. 実験車両
図 3 に実験車両を示す．本実験車両は GNSS/INS
システムを搭載し，車両の位置・姿勢角を 100Hz

Fig.3 Experimental Vehicle

で取得可能である．また，三次元 Lidar を搭載し，

にように日照条件によって全体の見え方が異なる

周辺の三次元点群を 10Hz で計測する．また，信号
機認識に利用するカメラを用い，1280x960 の解像度

ため，この違いを考慮した認識手法が必要となる．
その他，直射日光及び背景の誤検出が課題となる．
自動運転及び高度運転支援システムの分野におい

を持つ画像を 7.5Hz で撮影する．事前の研究におい
て GNSS/INS 及び三次元 Lidar を用いたリアルタイ

て，多くの画像処理による手法が提案されている．
各手法では，主に以下の点に関して研究がされてい

ムな自己位置推定手法を実現している(14)(15) (16)．し
たがって，高精度な車両の位置及び姿勢角は得られ

る．
1. 画像中に含まれる信号機位置を限定し，関心領域

ていることを前提として信号機の認識処理を行う．

(ROI, Region Of Interest)を設定する(4)(5)(10)．
2. 信号機の点灯部を強調した画像を作成する．HSV

2.2. 信号機地図データベース
提案手法で利用する信号機の地図について述べ

や LAB 画像を用いて点灯部及び点灯色を強調す

る．地図情報としては，信号機ごとに緯度・経度及

る(11)(12)．

び方角の情報を整備する．各信号の位置だけでなく，
(13)

や点灯

方角を付加することで，信号機が双方向型であるか

(10)

色に関して，閾値判定や機械学習による識別 を

の確認及び画像中で観測可能な信号機であるかを

行い，信号機及び点灯色を認識する．
これまでの研究で，単眼カメラと地図を活用した

判断する．地図の整備コストの観点から高度の情報
は個別に設定しない．以上の地図情報を活用してカ

3. 作成した画像に対して候補の中から形状

信号機認識の研究を実施してきた(6)(7)(8)(9)．ここで提

メラ画像内の信号機を認識する．
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抽出した各信号機に対して画像中の ROI を算出
する．まず地図情報から得られる緯度経度情報を用
いて絶対座標系における信号機位置から車両座標
系の 3 次元位置𝒙𝒙𝑣𝑣 = [𝑥𝑥𝑣𝑣 , 𝑦𝑦𝑣𝑣 , 𝑧𝑧𝑣𝑣 ]𝑇𝑇 を計算する．ここ

で，𝑥𝑥𝑣𝑣 及び𝑦𝑦𝑣𝑣 は緯度経度を平面直角座標系に変換し
た 2 次元座標𝒙𝒙𝑤𝑤 = [𝑥𝑥𝑤𝑤 , 𝑦𝑦𝑤𝑤 ]𝑇𝑇 から車両座標系に変換

する．𝑧𝑧𝑣𝑣 は地図情報に高度が含まれていないため，
一般的な信号機の高さから式(1)に従い算出する．
𝑧𝑧𝑣𝑣 = 𝑧𝑧0 + tan(−𝜑𝜑) √𝑥𝑥𝑣𝑣2 + 𝑦𝑦𝑣𝑣2 ∙ 𝑐𝑐𝑧𝑧

(1)

ただし，𝑧𝑧0 は信号機の基準高さ，𝜑𝜑は車両のピッ

チ角及び𝑐𝑐𝑧𝑧 は任意定数とする．これにより車両座標

系における信号機位置𝒙𝒙𝑣𝑣 を得る．次に，カメラパラ
メータを用いて車両座標系の位置から画像内のピ
クセル位置𝑢𝑢, 𝑣𝑣を計算する．

𝒙𝒙𝑠𝑠 = 𝑅𝑅𝑣𝑣𝑣𝑣 𝒙𝒙𝑣𝑣
′

′

2

′2

(2)
′2

𝑥𝑥 = 𝑥𝑥𝑠𝑠 /𝑧𝑧𝑠𝑠 , 𝑦𝑦 = 𝑦𝑦𝑠𝑠 /𝑧𝑧𝑠𝑠 , 𝑟𝑟 = 𝑥𝑥 + 𝑦𝑦
𝑥𝑥 ′′ = 𝑥𝑥 ′ (1 + 𝑘𝑘1 𝑟𝑟 2 + 𝑘𝑘2 𝑟𝑟 4 ) + 2𝑝𝑝1 𝑥𝑥 ′ 𝑦𝑦 ′ + 𝑝𝑝2 (𝑟𝑟 2 +

Fig.4 Flowchart of the Proposed Method

(3)

2𝑥𝑥 ′2 )
(4)
𝑦𝑦 ′′ = 𝑦𝑦 ′ (1 + 𝑘𝑘1 𝑟𝑟 2 + 𝑘𝑘2 𝑟𝑟 4 ) + 𝑝𝑝1 (𝑟𝑟 2 + 2𝑦𝑦 ′ ) + 2𝑝𝑝2 𝑥𝑥 ′ 𝑦𝑦 ′ (5)
𝑢𝑢 = 𝑓𝑓𝑥𝑥 𝑥𝑥 ′′ + 𝑐𝑐𝑥𝑥 , 𝑣𝑣 = 𝑓𝑓𝑦𝑦 𝑦𝑦 ′′ + 𝑐𝑐𝑦𝑦
(6)
ただし，𝒙𝒙𝑠𝑠 = [𝑥𝑥𝑠𝑠 , 𝑦𝑦𝑠𝑠 , 𝑧𝑧𝑠𝑠 , 1]𝑇𝑇 はセンサ座標系におけ

る位置，𝑅𝑅𝑣𝑣𝑣𝑣 は自車座標系からセンサ座標系に変換
するための同次変換行列及び𝑓𝑓𝑥𝑥 , 𝑓𝑓𝑦𝑦 , 𝑐𝑐𝑥𝑥 , 𝑐𝑐𝑦𝑦 , 𝑝𝑝1 , 𝑝𝑝2 はカ
メラの内部パラメータである．以上より，画像座標

Fig.5 Target Traffic Signal

系における信号機のピクセル位置𝑢𝑢, 𝑣𝑣が得られる．

．提案手法

この信号機位置を中心として ROI を設定する．ROI

3.1. 概要

の幅𝑤𝑤𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 及び高さℎ𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 は実際の信号機の大きさにも
とづいて算出する．

図 4 に提案手法のフローチャートを示す．まず，
現在位置と地図から周辺の信号機を検索して可視

𝑤𝑤𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 = 𝑐𝑐𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 𝑓𝑓𝑥𝑥 𝑠𝑠𝑠𝑠 ⁄𝑧𝑧𝑠𝑠
ℎ𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 = 𝑐𝑐𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 𝑓𝑓𝑦𝑦 𝑠𝑠𝑠𝑠 ⁄𝑧𝑧𝑠𝑠 (1.0 + 𝑐𝑐ℎ |𝜑𝜑 ∙ 180/𝜋𝜋|)

信号機(Visible TS)及び認識対象信号機(Target TS)を
抽出する．次に各信号機の ROI を設定し，画像中の
Target TS に対して点灯物の検出処理を適用する．最
終的には点灯色から信号機であるかを判断する．

(7)
(8)

ただし，𝑠𝑠𝑠𝑠 [m]は実際の信号機の大きさとし，𝑐𝑐𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟

は ROI の大きさを設定するための任意定数，𝑐𝑐ℎ は車
両のピッチ角の変化を考慮して ROI を拡大するた

ROI 内の Target TS の存在位置を確率分布で表現す
ることによって誤検出を削減する．

めの任意定数とする．

3.2. 可視信号機・認識対象信号機の抽出

3.4. 信号機位置の事前確率

自車位置と信号機との距離及び姿勢角に基づい

画像中に切り出した ROI は信号機が存在する位

て地図から周辺の信号機を抽出する．図 5 のように，

置を示している．この ROI を用いることで時刻 𝑡𝑡
における信号機 𝑖𝑖 の存在確率𝑝𝑝𝑡𝑡,𝑖𝑖 (𝑢𝑢, 𝑣𝑣)を定義する．
以降では，確率𝑝𝑝𝑡𝑡,𝑖𝑖 (𝑢𝑢, 𝑣𝑣)から算出した対数オッズ
𝑙𝑙𝑡𝑡,𝑖𝑖 (𝑢𝑢, 𝑣𝑣 )を用いる．

自車と向かい合う信号機の内，距離が𝑑𝑑𝑉𝑉 [m]以内の
信号機を Visible TS，𝑑𝑑 𝑇𝑇 [m]以内の信号機を Target TS
とする．各閾値はカメラの解像度及びレンズの条件
によって設定する．
3.3. 画像注目領域の切り出し
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𝑙𝑙𝑡𝑡,𝑖𝑖 (𝑢𝑢, 𝑣𝑣 ) = log

𝑝𝑝𝑡𝑡,𝑖𝑖 (𝑢𝑢,𝑣𝑣)

更新する．

(9)

1−𝑝𝑝𝑡𝑡,𝑖𝑖 (𝑢𝑢,𝑣𝑣)

𝐼𝐼 ′ (𝑢𝑢, 𝑣𝑣 ) = (1 + 𝑔𝑔(𝑢𝑢, 𝑣𝑣 ))(𝐼𝐼 (𝑢𝑢, 𝑣𝑣 ) − 𝐼𝐼 )̅ + 𝐼𝐼 ̅
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 (
𝑔𝑔(𝑢𝑢, 𝑣𝑣 ) = (𝑝𝑝𝑡𝑡,𝑖𝑖
𝑢𝑢, 𝑣𝑣 ) − 𝑔𝑔𝑡𝑡ℎ𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟ℎ )𝐺𝐺

信号機 𝑖𝑖 の事前対数オッズ𝒍𝒍𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃
𝑡𝑡,𝑖𝑖 は前時刻の事後
𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃
対数オッズ𝒍𝒍𝑡𝑡−1,𝑖𝑖 及び地図情報から得る𝒍𝒍𝑡𝑡,𝑖𝑖 の線形

ただし，𝐼𝐼 (𝑢𝑢, 𝑣𝑣 )は入力画像のピクセル値，𝐼𝐼 ′ (𝑢𝑢, 𝑣𝑣 )
̅ 入力画像の平均ピクセ
は更新後のピクセル値，𝐼𝐼 は

和として与える．

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀

𝒍𝒍𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃
= 𝛼𝛼𝒍𝒍𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃
𝑡𝑡,𝑖𝑖
𝑡𝑡−1,𝑖𝑖 + (1 − 𝛼𝛼 )𝒍𝒍𝑡𝑡,𝑖𝑖
𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀

(11)
(12)

ル値である．また，𝑔𝑔𝑡𝑡ℎ𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟ℎ 及び 𝐺𝐺は任意定数であり，
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 (
事前確率𝑝𝑝𝑡𝑡,𝑖𝑖
𝑢𝑢, 𝑣𝑣 )が𝑔𝑔𝑡𝑡ℎ𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟ℎ より大きい時は対応す

(10)

𝒍𝒍𝑡𝑡,𝑖𝑖 は認識対象となる各 Target TS に対して，そ

るピクセルのコントラストを上げ，𝑔𝑔𝑡𝑡ℎ𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟ℎ より小さ

の他の Target TS 及び Visible TS との位置関係から算
𝑀𝑀𝑀𝑀𝑝𝑝
出する．𝒍𝒍𝑡𝑡,𝑖𝑖 の算出方法は以下のとおりである．

い時はコントラストを下げる効果がある．従って，
存在確率が高い領域ではコントラストを上げ，低い

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀

1. 𝒍𝒍𝑡𝑡,𝑖𝑖 の各ピクセルの対数オッズを0 で初期化する．

2. 信号機 𝑖𝑖 の Target TS の ROI を Positive ROI とする．
3. 他の Target TS・Visible TS の ROI を Negative ROI
とする．

4. Positive ROI, Negative ROI 内における信号機 𝑖𝑖 の
存在確率を Positive, Negative Template(固定値)とし

領域ではコントラストを下げることによって，対象
物から離れた特徴物は誤検出されにくくする．また，
遠方信号機の検出性能を改善するため，信号機との
距離が𝑑𝑑𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓 [m]以上の場合はモルフォロジー演算を

適用して点灯部をさらに強調する．

て定義する．
5. Positive, Negative Template を対応する ROI の大き
𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀
さにリサイズし，対応するピクセル値を𝒍𝒍𝑡𝑡,𝑖𝑖 に加
算する．

Positive, Negative Template はガウス分布を用いて
定義 した ．た だし ，ピ ッチ 角の 変 動 を考 慮して
Positive Template は縦方向に固定値とする．
3.5. 点灯部強調画像の作成
ROI 内の画像から信号機を検出するために，点灯
Fig.6 Prior Probability based on Map Data

部分を強調した画像を作成する．一般的に信号機の
点灯部は彩度・明度が高い画像となるため，この特
性を利用して強調画像を作成する．ここでは，RGB
画像を HSV 画像に変換し，S チャネルと V チャネ
ルを掛けあわせた SV 画像を作成する（図 7）
．図 7(d)
の SV 画像では画像内で彩度及び明度の高い領域が
白く強調された画像となる．一般的なシーンでは，
SV 画像を直接用いることで信号機の点灯部を抽出

Fig.7 Highlighted Image

可能である．しかし，画像全体の明るさによって十
分に強調された画像が得られない場合がある．SV

3.6. 信号機候補の抽出と状態識別

画像のコントラストを正規化することでこの問題
を解決する．

点灯部強調画像が得られると，そこから点灯部を
抽出し，信号機であるかを識別する．本手法では，

一方，SV 画像のコントラストを正規化すること
によって，道路周辺の看板や他の点灯物などの特徴

昼夜を問わず適用可能な手法とするため，信号機全

物も強調され，誤検出の誘発の可能性がある．そこ

体の形状は考慮しない．画像内から円形の点灯部を

で，提案手法では，前節で算出した事前対数オッズ
𝒍𝒍𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃
𝑡𝑡,𝑖𝑖 を調整パラメータとして用いる適応型コント

抽出し，その点灯色から信号機の状態を識別する．
円形領域は SURF アルゴリズムを適用して特徴点を
抽出する．SURF 特徴点では，画像の輝度変化から
エッジ等の特徴点の抽出が可能である．また，図 8

ラスト改善法を導入する．適応型コントラスト改善

法では，以下の式に従い，SV 画像のピクセル値を

のように，Hessian 行列の行列式の値𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑(𝐻𝐻)に応じ
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て特徴点の種類を分類することができる．従って，
本研究では𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑(𝐻𝐻)が一定値𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 以上の特徴点を円

での検出は困難であるため，3.6 節による方法で検
出できなかった場合のみ適用する．

形特徴物とする．さらに，特徴点のスケール値𝜎𝜎か
ら円形領域の半径𝑟𝑟を次式で算出可能である．

𝑟𝑟 = (1.2 ∙ 2.0𝜎𝜎)⁄9.0

(13)

一方で，信号機の点灯部の直径を𝑑𝑑𝑙𝑙 [m]とした場

合，距離𝑧𝑧𝑠𝑠 [m]にある信号機の点灯部の半径𝑟𝑟l は以下

Fig.9 Signal State Decision for AdaBoost Results

のとおりである．
𝑟𝑟l = 0.5𝑓𝑓𝑥𝑥 𝑑𝑑𝑙𝑙 ⁄𝑧𝑧𝑠𝑠

(14)

以上より，円形特徴物のうち点灯部の半径𝑟𝑟が
𝑐𝑐𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑟𝑟l 以上𝑐𝑐𝑚𝑚ax𝑟𝑟l の範囲にある特徴物を信号機の候
補として抽出する．ただし，𝑐𝑐𝑚𝑚in 及び𝑐𝑐𝑚𝑚axは任意定

数である．ここで得た信号機の候補に対して点灯色
を評価して点灯状態を識別する．本研究では，円形

Fig.10 Update Posterior Probability (Red signal is the

特徴物の領域内の平均 Hue 値を算出し，その値が表
1 に示す範囲にある場合は対応する状態として出力

target)
3.8. 信号機位置の事後確率
3.6 及び 3.7 節の検出処理によって信号機の状態

する．ただし，1 つの ROI から複数の円形特徴物が
存在する場合は，𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑(𝐻𝐻)の最大値を持つ特徴点の状

が出力された場合，対数オッズを更新し，事後確率
を計算する．図 10 のように，検出された信号機全

態を出力する．

体の形状に相当する領域に対して観測対数オッズ
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃
と加算することで
𝒍𝒍𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂
𝑡𝑡,𝑖𝑖 を与え，事前対数オッズ𝒍𝒍𝑡𝑡,𝑖𝑖
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃
事後対数オッズ𝒍𝒍𝑡𝑡,𝑖𝑖 を計算する．
𝒍𝒍𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃
= 𝒍𝒍𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃
+ 𝒍𝒍𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂
𝑡𝑡,𝑖𝑖
𝑡𝑡,𝑖𝑖
𝑡𝑡,𝑖𝑖

Fig.8 Surf Feature

図 10(d)のように検出された信号機周辺の領域の
確率が高くなる様子が確認できる．以上の処理を繰

Table 1 Hue Range for Each Signal State
State

Hue Range

Green

153 – 206

Yellow

35 – 60

Red

0 – 34 and 350 – 360

(15)

り返すことで，連続的な検出によって信号機周辺の
確率を高め，次フレームの検出可能性の改善が期待
できる．
．評価実験

3.7. 機械学習による信号機抽出の適用

4.1. 実験条件

前節の方法に従い信号機の状態を決定するが，日
照条件によっては点灯部が明るく見えないために

一般道の走行データを用いて性能評価実験を実
施する． 評価対象のデータは，石川県珠洲市の一

点灯部強調画像からの検出が困難となる．このよう
な状況への対策として，機械学習による識別器を用

般道 7.7[km]を往復する際に通過する 38 個の信号機
とし，そこで撮影された画像 7,958 枚を対象とする．

い，信号機全体の形状から点灯状態を識別する方法

評価画像には，4,832 枚の青信号機，111 枚の黄色信

も導入する．具体的なアルゴリズムは従来研究 (10)

号機及び 3,015 枚の赤信号機画像によって構成され

にて構成した Haar-like 特徴量と Adaboost を用いた

る．本実験では以下の 4 種類の手法に関して比較す

識別器を利用する．信号機全体の形状から矩形枠を

る．

検出し，各点灯部周辺の領域を対応する Hue 値で二
値化処理を行い，高頻度の点灯色を出力する（図 9）
．

1. 提案手法
2. 提案手法（機械学習検出未適用）

こちらの方法は，信号機の形状が不鮮明となる夜間

3. 比較手法（適応型コントラスト改善・機械学習検
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め，通常の SV 画像及び SV 画像のコントラストを

Table 2 Detection Rates for Experimental Results
State

TP [%]

FP [%]

FP [%]

Wrong

Backgrou

Color

nd

正規化した 2 種類の方法を評価する．ここで，本実
験における各実験パラメータは，𝑑𝑑 𝑇𝑇 = 150[𝑚𝑚], 𝑑𝑑𝑉𝑉 =

FN[%]

300[𝑚𝑚], 𝑐𝑐𝑧𝑧 = 0.25, 𝑐𝑐𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 = 3.0, 𝑐𝑐ℎ = 0.1, 𝑠𝑠𝑠𝑠 =
1.2[𝑚𝑚], 𝛼𝛼 = 0.7,
𝑑𝑑𝑙𝑙 = 0.4[𝑚𝑚], 𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 = 20,000, 𝑐𝑐𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 2.5, 𝑐𝑐𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 =

Proposed Method
Green

98.510

0.000

0.187

1.303

Yellow

77.477

22.523

0.000

0.000

Red

85.638

12.338

0.067

1.957

0.5, 𝑔𝑔𝑡𝑡ℎ𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟ℎ = 0.65, 𝐺𝐺 = 10.0, 𝑑𝑑𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓 = 120[𝑚𝑚] と す る ．
各パラメータはカメラの性能及び経験的に決定し
た．

Proposed Method (without Machine Learning)
Green

91.308

0.062

0.579

8.050

Yellow

77.477

22.523

0.000

0.000

Red

82.521

14.594

0.100

2.786

4.2. 実験結果
実験結果として各種法の検出結果を表 2 に示す．
表 2 では，各種法の正解率(True Positive, TP), 誤検

Baseline Method

出率(False Positive, FP)及び未検出率(False Negative,

Green

51.076

0.000

0.000

48.924

FN)をまとめてある．誤検出率は，信号の点灯色の

Yellow

76.577

4.505

0.000

18.919

Red

62.919

19.303

0.000

17.778

間違い及び背景の検出による間違いに分けてある．
表 2 の結果より，点灯部強調画像が一般的な SV 画
像を用いる場合に比べて，コントラストの補正処理
を適用することで検出性能の改善が確認できる．ま

Baseline Method (with Contrast Normalization)
Green

85.741

0.062

0.414

13.783

Yellow

73.874

19.920

0.000

6.306

Red

77.413

12.139

0.232

10.216

た，提案手法の適応的コントラスト改善及び機械学
習の適用によって更なる未検出率の低減が確認さ
れた．一方で黄色信号及び赤信号では 10[%]以上の
点灯色の誤検出が見られ，お互いの色を間違える状
況が多く見られた．
ここで図 11 に典型的な誤検出及び未検出の画像
を示す．図 11(a)では，ともに赤信号の状態である
が，左側の信号機は黄色信号として識別している結
果である．点灯部の SURF 特徴点を検出している提
案手法では，日照条件によって点灯色の僅かな違い
を分類できていないことが確認された．本手法では
機械学習によって信号機全体の形状を検出する方

(a) FP of Red Traffic Signal

法も導入しているため，全体の形状に対する点灯部
の位置を考慮することで将来的な誤検出の削減が
期待できる．また，図 11(b)は，点灯部の明るさが
十分ではなく，SV 画像から点灯部の検出に失敗し
た例である．このようなケースは信号機の形状を検
出することで正しい検出が実現されている．
典型的な走行シーンにおける，SV 画像及び適応
型コントラスト改善法による点灯部強調画像の様

(b) FN of Green Signal for the proposed method

子を図 12 に示す．図 12 では，連続する画像に対す

without ML
Fig.11 Typical False Situation

る ROI 領域内の RGB 画像, SV 画像, 適応型コント
ラスト改善後の画像及び事前確率分布を示してい

出未適用）

る．通常の SV 画像では，Target TS 以外の点灯物も

4. 比較手法（3.＋コントラスト正規化）
提案手法では，機械学習による検出器を利用する
ことによる性能を評価する．また，比較手法では，

強調されているが，存在確率に従いコントラストを
改善することでその影響を低減できていることが

適応型コントラスト改善法の有効性を検証するた

確認できる．本研究では，以上より，提案手法の適
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Fig.12 Verification Results of Adaptive Contrast Updating for Continuous Images (Each caption means the
distance to the Target TS)
用により多くの信号機が並ぶ状況においても誤検
出及び未検出の低減が実現された．

Proceedings of ICCV Workshop on Computer Vision for
Autonomous Driving, p.214-221 (2013).
(2) A. Broggi, P. Cerri, S. Debattisti, M. C. Laghi, P. P. Porta, M.

．まとめ

Panciroli and A. Prioletti: PROUD-Public Road Urban

本研究では一般道の自動運転への応用を目的と
して画像処理による信号機認識手法を提案し，評価

Driverless test: architecture and results, Proceedings of 2014
IEEE Intelligent Vehicles Symposium (IVS), p.648-654

実験によって以下の点を示した．

(2014).

1. 画像内の信号機位置を表す存在確率を定義し，適

(3) S. Kato, E. Takeuchi, Y. Ishiguro, Y. Ninomiya, K. Takeda

応型コントラスト改善法を導入することで他の点

and T. Hamada: An Open Approach to Autonomous

灯物との誤検出を低減した．

Vehicles, IEEE Micro, Vol.35, No.6, p.60-69 (2015).

2. 信号機の点灯色が不鮮明な状況への対策として，

(4) N. Fairfield and C. Urmson: Traffic Light Mapping and

機械学習による信号機形状の検出を導入し，未検

Detection, Proceedings of the 2011 IEEE International

出率を改善した．

Conference on Robotics and Automation, p.5421-5426

一方で，提案手法では信号機の状態識別の方法が

(2011).

簡易的であるため，赤色及び黄色信号の誤識別が多

(5) J. Levinson, J. Askeland, J. Dolson and S. Thrun: Traffic

く見られた．今後は提案手法の検出ロジックを見直

light mapping, localization and state detection for

し本問題の解決を図ることが課題である．さらに，
多くの交通環境に対応するため，矢印信号機の検出

autonomous vehicles, Proceedings of the 2011 IEEE
International Conference on Robotics and Automation,

も課題となる．

p.5784-5791 (2011).
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Vehicles and People Recognition Using Multilayer Laser Scanner based on
Support Vector Machine
Zhenyu LIN *, Masafumi HASHIMOTO**, and Kazuhiko TAKAHASHI **
(Received February 17, 2018)

Moving-object tracking (estimating position and velocity of moving objects) is one of the key technologies for
autonomous driving systems and driving assistance systems in mobile robotics and vehicle automation domains. To
predict the possibility of a future collision, the tracking system has to recognize what objects are as accurately as possible.
This paper presents a method for recognizing vehicles (cars and bicyclists) and people using multilayer laser scanner
(MLS). Laser-scan data captured by MLS are clustered, and an eight-dimensional feature is extracted from each of
clustered laser-scan data, such as distance from MLS, velocity, object’s size, number of laser-measurement points, and
distribution of the reflection intensities. A multiclass support vector machine is applied to classify cars, bicyclists, and
people from the features. The experimental result using data set of “The Stanford Track Collection” showed that the use
of the proposed eight-dimensional feature provides better classification accuracy and shorter processing time than the use
of the conventional 26-dimensional feature.
Key words: Object recognition, Laser scanner, Laser point cloud, Support vector machine, Multiclass classification
キーワード：物体認識，レーザスキャナ，レーザポイントクラウド，サポートベクトルマシン，多クラス分類

マルチレイヤレーザスキャナによる
サポートベクトルマシンに基づくビークルと人物認識
林 振渝， 橋 本 雅 文， 高 橋 和 彦
1．緒

論

波レーダは悪天候時においても使用できるものの，
横方向の空間分解能が低い欠点がある．それらと比

移動ロボットやビークルに車載したセンサ，地上

較して，レーザスキャナは環境の明度変化に対して

に配置したセンサにより周囲環境をセンシングして

ロバストで，空間分解能も高く，車両周辺環境を正

人物やビークル（自動車，二輪車）などの移動物体

確に認識することができる．また，MEMS技術の進

を認識し，それらを追跡（位置や速度，大きさを推

展により，小型，安価で3 次元計測ができるマルチ

定）するシステムの構築は，様々な分野で必要不可

レイヤタイプのレーザスキャナが開発されつつあり

欠な技術である．そのため，車載レーザスキャナや

，レーザスキャナを用いた周辺環境認識システム

(4)

カメラ，ミリ波レーダを用いた移動物体追跡システ

の需要が高まってきている．

ムが提案され，実用化されている(1)(2)(3)．

そのような観点から，筆者らはマルチレイヤレー

一般的にカメラは安価で色や形状等の高次情報が

ザスキャナによる周辺環境の人物やビークル（自動

得られる反面，環境の明度変化に脆弱である．ミリ
*
**

Graduate School of Science and Engineering, Doshisha University, Kyoto
Faculty of Science and Engineering, Doshisha University, Kyoto
Telephone/Fax: +81-774-65-6410, E-mail: {mhashimo, katakaha}@mail.doshisha.ac.jp
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車，二輪車）などの移動物体を追跡する方法を提案

用いた特徴量に加えて，新たにスライス特徴と反射

．しかし，そこでは，人物やビークルの

してきた

光受光強度分布を特徴量に導入している．

(5)(6)

判別を移動速度と大きさ情報のみに基づいて行って

上述したレイヤレーザスキャナによる手法は人物

きたため，誤認識の可能性が高かった．そこで，本

と非人物の二値クラスの認識であるが，Teichiman ら

研究では，マルチレイヤレーザスキャナで取得した

(20)

三次元点群データから機械学習を用いて，人物やビ

スの認識を行っている．Teichiman らはマルチレイヤ

ークルを精度よく認識することを目的としている．

レーザスキャナから得られる 3 次元点群データをも

本論文ではその実現の第 1 ステップとして，地上に

とに 35 次元の特徴量をもとにブースティングに基

配置した地上レーザスキャナによりサポートベクト

づいて観測対象物体（自動車，二輪車，人物）の認

ルマシン(SVM) を用いて人物とビークルを認識す

識を行い，吉岡らは 26 次元の特徴量をもとに

る方法を提案する．

AdaBoost により自動車，二輪車，人物，及び背景を

，吉岡ら(21)は自動車，二輪車，人物などの多クラ

(7)

機械学習を用いた物体認識に関して，ビジョンに

認識している．

よる人物の認識や自動車の認識の研究がこれまで盛

従来の手法はいずれも高次元特徴量を用いている

．そこでは，特徴量として Hog

ことから，計算コストが高く，能力の低い計算環境

特徴量や Haar-like 特徴量などを用い，識別器として

での実現は容易ではない．そこで本論文では，マル

は SVM，アンサンブル学習，深層学習などを用いて

チレイヤレーザスキャナからの観測点群データ（位

いる．また，認識率や処理速度を向上させるため，

置情報，反射光受光強度情報）から低次元の特徴量

，識別器の構成や学習方法

を用いて SVM により自動車，二輪車，人物を認識

んに行われてきた

(8)(9)

特徴量を工夫したり

(10)-(13)

を改良する

など，多くの手法が提案されている．

(14)(15)

ビジョンによる機械学習に基づく物体認識と比較

する方法を提案し，その有効性を基礎実験により検
証する．

して，レーザスキャナによる機械学習に基づく物体
2．レーザスキャナと認識処理の概要

認識の研究は少ないが，これまでに幾つかの人物認
識 法 が 提 案 さ れ て い る ． 例 え ば ， Arras(16) ら ，

本研究ではレーザスキャナとして 64 層レーザス

Premebida(17)らはシングルレイヤレーザスキャナで

キャナ(Velodyne 社製 HDL-64ES2)を使用する．最大

得られる二次元点群データから人物を認識する手法

観測可能距離は 120[m]，水平視野角は 360[deg]で水

を提案している．そこでは，対象物体に対するレー

平分解能は 0.09[deg]，垂直視野角は 26.8[deg]で垂直

ザ観測点の数や分散，直線性や円形性など計 14 種

分解能は 0.33[deg]( 垂直視野角+2.00[deg] ~ -8.33

類の特徴量を算出し，それをもとに SVM により人

[deg])，0.5[deg](垂直視野角-8.33[deg] ~ -24.83[deg])で

らはマ

ある．レーザ光の水平方向の 1 回転（360[deg]観測）

ルチレイヤレーザスキャナを用いた人物追跡法を提

の周期（スキャン周期）は 0.1[s]で，１スキャン周期

案している．ここでは，対象を主成分分析で求めた

あたり約 130,000 点の観測点群データ（スキャンデ

主軸で構成される二次元平面に点群データを投影し，

ータ）を得る．スキャンデータはセンサ座標系にお

物体形状を二次元ヒストグラムで表現して SVM に

ける物体の三次元位置座標値と反射光受光強度値で，

より人物を認識している．この手法は点群データに

反射光受光強度値は 0～255(8bit)の整数値である．

物を検出している．また，Navarro-Serment

(18)

対して直線や円のフィッテイングを必要としないの

認識処理の流れを以下に示す．まず，レーザスキ

で，特徴量算出のための計算量が少ない．しかし，

ャナの 1 スキャン周期内に得られるスキャンデータ

遠方に位置する認識性能の劣化が問題となっている．

を取得する．なお，データ取得開始後 50[scan]内で

は遠方に位置する人物に対して

得られるスキャンデータをスムージング処理し，背

高い認識性能を実現するため，Navarro-Sermen らが

景データとして保存する．その後，各スキャンで得

そこで，Kidono ら

(19)

られるスキャンデータと背景データを比較し，単純
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背景差分法により物体観測点群データを抽出する．

Table 1 Features for classification.
No.

背景差分法により抽出された観測点群データをユー
クリッドクラスタリングによりクラスタリングする．
各クラスタに含まれる観測点群データから認識に必
要な特徴量を算出し，事前に学習した識別器によっ

f1

Number of points included in the cluster

f2

Distance to the cluster from laser scanner [m]

f3

Mean of reflection intensity included in the cluster

f4
f5

Standard deviation of reflection intensity included
in the cluster
Volume of object’s cuboid [m3]

f6

Ratio (H/L) of object’s cuboid

f7

Ratio (H/W) of object’s cuboid

f8

Velocity [m/s]

て，観測物体が人物，自動車，二輪車のいずれかを
認識する．識別器としては多クラス分類 SVM を用
いる．
3. 物体認識のための特徴量

Description

本研究では表 1 に示す 8 次元の特徴量を用いる．
詳細を以下に示す．
(1)クラスタ内の点群データ数：f1
レーザスキャナから同一の距離であれば，物体の
大きさによって観測点群データ数が異なることか
ら，自動車，二輪車，人物を認識できる．
(2)レーザスキャナから物体までの距離：f2

Fig. 1 Example of laser-scanned data related to a person.

図 1 に示すように，同一物体であっても遠方に位
置する場合は観測点群データ数が少なくなること
から，対象物体までの距離も認識に影響する一つの
特徴量となる．
(3)反射光受光強度分布：f3，f4
レーザスキャナが発射するレーザ光は近赤外領域
光（波長 905[nm]）であるため，観測物体を構成する
材質に応じて異なる反射光受光強度特性を持つ．自

Fig. 2 Cuboid around the clustered object (person).

動車の車体は比較的，均一な材質で構成されている
ため，反射光受光強度のばらつきが小さく，他方，

W，高さ H）を生成する．ここで，長辺（長さ）方向

人物は衣服，持ち物やアクセサリなど様々な材質で

と短辺（幅）方向は，点群データを地上平面（xy 平

構成されているため，人物の反射光受光強度のばら

面）上で射影し，射影した点群データを主成分分析

つきは大きいと考えられる．反射光受光強度分布は

して，第一主成分で長辺方向を，第二主成分で短辺

人物と自動車を認識する特徴の一つであることから，
クラスタに含まれる点群データの反射光受光強度の

方向を算出する．高さはクラスタ内の複数点群デー
タの最高点と最低点の差とする．こうして得られた

平均値（f3）と反射強度の標準偏差（f4）を特徴量と

，高さと長さの比（f6 =
直方体の体積（f5）

して用いる．

さと短辺の比（f7

(4)大きさ：f5，f6，f7

/

/ ）
，高

）を特徴量とする．なお，

人物に関しては f6，f7 ともに大きく，二輪車は f6 が

自動車と二輪者，人物の大きさはそれぞれ異なる

小さく，f7 は大きく，自動車は f6，f7 ともに小さくな

ため，観測物体の大きさは物体認識に関する最も基

る．

本的な特徴量となる．そこで，クラスタに含まれる

(5)走行速度：f8

点群データを囲む図 2 のような直方体（長さ L，幅

二輪車の正面または背部のみが観測される場合，
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f1～f7 の特徴量の値は人物と近いことから，二輪車と
人物を認識するのが困難となる．そこで，それらを
区別する尺度のひとつとして移動速度を考える．
4. SVM に基づく物体認識法
SVM は二値分類問題を対象とした機械学習法の
ひとつである(7)．いま，特徴ベクトルを f = (f1, f2,…,
f8)T ，学習データを(fi , yi)で定義する．ただし，

i  1,, n で n は 学 習 デ ー タ 数 で あ る ． ま た ，
y i  1,  1 で， yi  1 ， yi   1 はそれぞれ，図 3 に示

Fig. 3 Two-class linear SVM. Bold line indicates decision
boundary, and circles on the broken lines indicate support
vectors.

すように，fi がクラス H1，H2 に属することを意味
する．

間で線形識別を行うカーネルトリックを用いる．

学習データを 2 クラス分類する識別境界平面は次

いま，特徴ベクトル fi ， f j を非線形変換した

式で記述できる．

w0  w' T f  0

Φ( fi ) ，Φ( f j ) に対して，それらの内積（カーネル関

(1)

数） ( fi , f j )   ( fi )T  ( f j ) を定義する．その時，式

ただし， w  ( w0 , w 'T )T は重みである．

(1)に対応する識別境界平面，式(2)に対応する目的関
数はそれぞれ，式(5)，(6)となる

いま，以下の目的関数を定義し，
n

L (α )    i 
i 1

1 n
  i j y i y j f i T f j
2 i , j 1

w0  w'T Φ( f )  0

(2)

n

L( α )    i 
i 1

制約条件
n

 y
i 1

i

i

 0 ，0   i  C

1 n
  i  j y i y j  ( fi , f j )
2 i , j 1

(6)

学習データ(fi , yi)( i  1,, n )を用いて，式(3)の制

(3)

約条件のもとで式(6)を最大とするi を求めること
で，式(5)における重み w が求められる．

ただし，C はマージンパラメータ（定数）

学習データにより重み w が定まると，データ f に

のもとで学習データ(fi , yi)( i  1,, n )を用いて式(2)

対する予測は式(7)の識別関数の正負により分類で

を最大とするi を求めることで，式(1)の重み w が求

きる．すなわち， g ( f )  0 ならばクラス H1 に，

められる．

g ( f )  0 ならば H2 に属する．

重み w が定まると，テストデータ f に対する予測

g ( f )  w0  i yi ( fi , f )

（認識）は識別関数

g ( f )  w0  w'T f

(5)

(7)

is

(4)
ただし，s はサポートベクトルの添字の集合である．

の正負により分類できる．すなわち， g ( f )  0 なら

本論文ではカーネル関数として，次式のラジアル

ばクラス H1 に， g ( f )  0 なら H2 に属することに

基底関数カーネルを用いる．

なる．
さて，上述は特徴ベクトルが線形識別可能な場合

2

 ( fi , f j )  exp( fi  f j )

であるが，本論文で取り扱う特徴ベクトルは，線形
識別可能ではなく非線形な問題となる．そこで，特

(8)

ただし，  は定数である．

徴ベクトル f を非線形関数変換 Φ( f ) して，その空

上述してきた SVM は 2 クラス分類における識別
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器である．そこで，本研究では自動車，二輪車およ

本論文では背景の観測点群は用いず，自動車，二

び人物の 3 クラス分類を行うため one-vs-one 法 を

輪車および人物のみのデータを使用する．学習デー

用いる．すなわち，自動車と二輪車の識別器，自動

タとテストデータに使用する自動車，二輪車，人物

車と人物の識別器，二輪車と人物の識別器の計 3 つ

に関するデータ数(スキャン数) を表2 に示す．

(7)

の識別器を構成し，認識結果は 3 つの識別器の中か
ら出力値が最も大きいものを採用する．
本研究では SVM ライブラリのひとつである
LIBSVM(22)を用いる．
5. 認識結果
本論文では，レーザスキャンデータとして The
Stanford Track Collection データセット (23)を使用する．
図 4 に一例を示すように，データセットは複数の環
境で計測された距離 70[m]以内の自動車，自転車(二
輪車)，人物，背景の観測点群データがあり，クラス
タリングされた各観測点群に対しては，以下の情報
が含まれている．
・レーザスキャナの位置座標値，
・レーザスキャナにより観測された物体に対する点
Fig. 4 Example of data set: person, bicyclist, and car.

群データ（三次元座標値と反射光受光強度）と物体
ラベル（自動車，二輪車，人物，背景）

Table 2 Data set.

Training data [scan]
Test data [scan]

Car

Bicyclist

Person

Total

12359
6681

9198
5283

10789
4882

32346
16846

Table 3 Predicted results. The values on the outside and inside of brackets indicate the results by using eight-dimensional and
26-dimensional features, respectively.
Actual

Prediction

Car [scan]

Bicyclist [scan]

Person [scan]

Total [scan]

Car [scan]
Bicyclist [scan]

6575 (6377)
62 (245)

72 (113)
4937 (4909)

26 (88)
272 (423)

6673 (6578)
5271 (5577)

Person [scan]
Total [scan]

44 (59)
6681 (6681)

274 (261)
5283 (5283)

4584 (4371)
4882 (4882)

4902 (4691)
16846 (16846)

Table 4 Prediction evaluation. The values on the outside and inside of brackets indicate the results by using eight-dimensional
and 26-dimensional features, respectively.
Car

Bicyclist

Person

Precision [%]
Recall [%]

98.5 (96.9)
98.4 (95.4)

93.6 (88.0)
93.5 (92.9)

93.5 (93.2)
93.9 (89.5)

F-measure [%]

98.5 (96.2)

93.6 (90.4)

93.7 (91.3)
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6. 結

識別器SVM のハイパーパラメータは，式(3)に示
すマージンパラメータC と式(8)に示すガウシアン

言

本論文では，64 層レーザスキャナより得られる観

カーネルの非線形性パラメータγである．そこで，

測点群情報（位置情報，反射光受光強度情報）をも

表2の学習データから自動車，二輪車，人物のデータ

とに SVM により自動車と二輪車，人物を認識する

からそれぞれ3000[scan]ずつランダムに選択し，それ

手法を提案した．主な結論を以下に示す．

らをもとにグリッド探索法と3分割交差検証法(24)を

（１）
レーザスキャナ より得られる観測点群情報を

用いて認識の正答率(Accuracy)が最大となるパラメ

もとに，8 次元特徴量を抽出して SVM により自動

ータC=213, γ=2-13.5を設定した．

車と二輪車，人物を認識する手法を提案した．

8次元特徴量ならびに文献(21)で用いた26次元特

（２）The Stanford Track Collection のデータセットを

徴量による認識結果を表3に示す．括弧外の数字が8

用いた認識実験により，8 次元特徴量を用いた SVM

次元特徴量による結果を，括弧内の数字が26次元特

の認識正答率は 95.5[%] ，26 次元特徴量を用いた場

徴量による結果である．
8次元特徴量を用いた場合の

合は 92.9[%]で，提案手法の物体認識性能の方が約

全 体 の 正 答 率 は 95.5[%](=(6575+4937+4584)/16846)

2.6[%]高いことを示した．

で，26次元特徴量による結果92.9[%](=(6377+ 4909+

（３）8 次元特徴量による SVM の処理時間は，26 次

4371)/16846)に比べて高い正答率を保持できている．

元特徴量によるものと比べて約 85[%]の削減ができ

各物体に対する認識性能を詳細に評価するため，

ることを示した．以上により提案手法の 8 次元特徴

評価指標として各物体別の適合率(Precision)，再現率

量を用いることで，低い計算コストで精度よく物体

(Recall)，両者の調和平均である F 値(F-measure)を算

が認識できることが分かった．

出した結果を表 4 に示す．適合率，再現率，F 値も

今後の課題としては，移動物体追跡における物体

8 次元特徴量の方が高い値となっている．26 次元特

認識精度向上のため，追跡システムへの提案手法の

徴量による認識性能が低くなる原因としては，
26 次

組み込みが挙げられる．

元特徴量には相関性の高い特徴量が多く含まれるた
謝

めと考えられる．
表2に示した学習データ(32346[scan])とテストデ

辞

本研究は私立大学戦略的研究基盤形成支援事業

ータ(16846[scan])に対する8 次元特徴量と26 次元

（平成 26 年度～平成 30 年度）
，ならびに日本学術

特徴量の処理時間の比較を行った．処理に使用した

振興会科学研究費助成事業（学術研究助成基金助成

計算機のCPUはIntel(R) Core(TM) i7-6700K @ 4.00 [G

金，基盤研究(C)No.26420213）の支援を受けた．ここ

Hz] ， 実 装 メ モ リ (RAM) は DDR 32.0[GB] ， OS は

に記して謝意を表する．

Windows 10 Home 64bitで，処理言語はC++を用いた．
処理時間の結果を表5に示す．8次元特徴量による識
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Smart measurement and control systems
based on computational intelligence
– Brain–Computer Interface Using Deep Neural Network –
Gauvain Huve* , Kazuhiko Takahashi** and Masafumi Hashimoto***
(Received 31 March, 2018)
This study presents a method for brain activity classification using signals obtained through fNIRS and applies it for
real–time control applications. A deep neural network (DNN) classifies diﬀering brain activity signals from the pre–frontal
cortex that are generated by pre–defined activities. In the oﬄine classification trials, the DNN achieves an accuracy of
82% for the two–class (activity vs rest) classification. A control system for a mobile robot is conceived to explore the
practical application of brain–computer interfaces (BCIs) and the maximum classification accuracy of the fNIRS–based
BCI is 66% in the online experiments.

Key words ： Deep neural network, fNIRS, Mobile robot, Control.

1

Introduction

2

Online BCI Application

For online applications, data needs to be captured,
processed, classified, and sent to the machine in real

Brain–computer interfaces (BCIs) are a method for

time.

users to transmit their thoughts and intentions to ex-

fNIRS system (WOT–220, Hitachi, Ltd.) comprising a

ternal devices without any oral or physical communi-

portable headset, control unit, and personal computer,

cation and have attracted research interest during the
past two decades

1, 2, 3)

. In a previous study

4)

Here, the capturing device is the wearable

and the controlled machine is a mobile robot (Turtle-

, the

bot2, Open Source Robotics Foundation, Inc.). The

authors focused on the cognitive functions controlled

signals captured by the fNIRS system are processed

by the pre–frontal cortex and investigated the possi-

by a computer to classify the brain activities before

bility of constructing a BCI with wearable functional

being sent to the robot.

near–infrared spectroscopic (fNIRS) devices 5) . In this

Pre–processing of signals is similar that presented in

study, the application of the classification of brain ac-

4)

tivity to control machines, such as a robot, is inves-

the previous work

: a Butterworth filter of order 5

tigated as a practical application of the fNIRS–based

and cut–oﬀ frequency of 0.01 Hz is applied, followed

BCI.

by signal smoothing and standardization. The variation signal is also calculated from the smoothed signal and standardized. This entire process takes about
0.2 seconds using a relatively slow processor. Because

* Graduate School of Doshisha University
** Information Systems Design, Faculty of Science and Engineering, Doshisha University, Kyoto
Telephone : +81-774-65-6434, E-mail : katakaha@mail.doshisha.ac.jp
*** Intelligent Information Engineering and Science, Faculty of Science and Engineering, Doshisha University, Kyoto
290

the signal is sampled at 5 Hz by the fNIRS, the pre–
processing method is slightly too slow to be executed
every time new data arrives. Therefore, it is only executed every second time.
The data can be classified through a deep neural network (DNN)

6, 7)

. The DNN is trained in advance us-

ing previously obtained data in the oﬄine experiments.
The classification with the DNN only calculated at
an interval of 0.4 seconds because of the limitation of
the previous step. After classifying the data, post–
processing prevents fast variations in the signal representing the classification result. In the post–processing
algorithm, we assume that real–time signals will remain constant for short periods of time. When the
present output diﬀers from the previous one, the algorithm considers the previous two outputs and waits for
the next two outputs. If three of them are the identical, the current output is corrected to this common
value. A drawback of using the post–processing algo-

Fig. 1. Network architecture of the online system.

rithm is an induced delay of 0.8 seconds. There is a
trade–oﬀ between higher accuracy and faster response.
In the online application, the DNN is done only two–

are 10 s of the given task. With an observed error rate

class classification: activity vs rest. Here, the activity

of 52.7%, the classification using the DNN was not bet-

is done through mental tasks (subtraction and word

ter than the naive algorithm. Misrecognition occurred

generation). The robot controller uses the following

because the immediately preceding 10 seconds of data

algorithm to control the robot using only two states:

do not necessarily represent ten seconds of the same
data class in a real–time application. Any 10–second

- When brain activity is absent, the robot remains
static.

data segment could include three seconds of rest fol-

It cycles through the range of possible

lowed by seven seconds of activity for example. This

movements (moving forward, turning left, turning

overlap is a possible origin of classification errors.

right), each lasting a fixed duration of 6 seconds.

Next, the DNN was trained using slightly diﬀerent
- When any activity is detected, the current movement

training data to account for this overlapping of data

is locked in and executed until the activity stops.

classes. Instead of using the 10 seconds of a men-

The robot then resumes cycling through the pos-

tal state, overlapping data sets were used for train-

sible movements.

ing. These sets begin with 5 seconds of rest followed
5 seconds of activity, and further progress to 5 sec-

Figure 1 shows the network architecture of the ex-

onds of activity followed by 5 seconds of rest, with a

periment system.

step of 1 second between each. Each were labeled with
3

the corresponding task. This DNN training did not

Experimental results

converge, however, the training and testing accuracy
reached 97.2% and 74.7%, respectively. Therefore, this

The online control system was first tested using the

DNN was used for online classification.

DNN trained in ideal conditions where the 10 s of data
291

During online classification trials, the subject was

References

asked to change between rest and activity every 12

1) L. F. Nicolas–Alonso and J. Gomez–Gil, “Brain Com-

seconds over a 2–minute period to test the recognition

puter Interfaces, a Review”, Sensors, Vol. 12, pp.1211–

accuracy of the DNN. The experiment was performed a

1279, 2012.
2) B. He, S. Gao, H. Yuan, and J. R. Wolpaw, “Brain–

single time, with one subject. The classification output

Computer Interface”, Neural Engineering, pp. 87–151,

was recorded and compared to the real brain activity,

2013.

delivering an error rate of 34%. An error rate of 38% is

3) R. A. Ramadan and A. V. Vasilakos, “Brain Computer

only slightly less accurate than when post–processing

Interface: Control signals review”, Neurocomputing,
Vol. 223, pp. 26–44, 2017.

is used. This result confirmed the potential for using

4) G. Huve, K. Takahashi, and M. Hashimoto, “Brain

DNN classification of fNIRS signals for mobile robot

Activity Recognition with a Wearable fNIRS Using

control, however, the DNN classifier remains unreli-

Neural Networks”, in Proceedings of IEEE Interna-

able for real–time signal processing since the error rate

tional Conference on Mechatronics and Automation,

of the classifier is higher when used in an online appli-

pp. 1573–1578, 2017.
5) M. Ferrari and V. Quaresima, “A Brief Review on

cation.

the History of Human Functional Near–Infrared Spectroscopy (fNIRS) Development and Fields of Application”, NeuroImage, Vol. 63, pp. 921–935, 2012.
6) J. Schmidhuber, “Deep Learning in Neural Networks:

4

Conclusions

An Overview”, Neural Networks, Vol. 61, pp. 85–117,
2015.
7) B. H. Juang, “Deep Neural Networks – A Developmental perspective”, APSIPA Transactions on Signal and

This study used a DNN to classify brain activity, and

Information Processing, Vol. 5, pp. 1–22, 2016.

briefly tested whether this approach could be used for
mobile robot control. High accuracy can be achieved
in an oﬄine setting under ideal conditions, however, an
online real–time application is unlikely to deliver sufficiently accurate classifications for practical machine
control. Since online BCI control systems need to accommodate rapid changes of state between activity and
rest without any pause, the classification accuracy is
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Driving operation based on the force and motion monitoring.
－Relations between dial-diameters and the manipulability of the index fingertip
when operating the dial-style-interface by the thumb and the index finger.－
Ryuichi YOKOGAWA*, Toru TSUMUGIWA*

(Received March 31, 2018)

Summary

The purpose of the presented study is to investigate relations between diameters of the dial in the dial style interface

and the manipulability of the index fingertip.

The 3-D motion measurement and simulations based on the musculoskeletal model of

the index finger were used in this investigation. The subjects were five males and five females who were healthy (22.2±1.2 years old)
(Mean±S.D.). The posture of the manipulability polygon and the manipulability measure were used to investigate the kinematical
characteristics of the index finger.

The questionnaire survey and the kinematic analysis indicated that it is possible to determine the

diameter in which subjects can operate the dial easily.

The dial style interface device has been designed on the basis of the designer's

sense. The results of this study indicate that it is possible to design the dial style interface device quantitatively by the 3-D motion
measurement and the kinematic analysis with the musculoskeletal-model of the finger.

Moreover, they enable us to improve the

motion control of the walking support robots developed in the last year or the automatic driving of a car.
Key words：Dial-style-interface, Manipulability, Index finger, Tip-pinch, Musculoskeletal model,
キーワード：ダイヤル式インターフェース，可操作性，示指，つまみ姿勢，筋骨格系モデル

生体・力覚情報に基づく運転操作
－示指と親指とで操作するダイヤル型インターフェースの
ダイヤル径と指先操作性の関係－

横川

隆一＊，積際 徹＊

1. はじめに

チパネルによるインターフェースが考えられるが，

自動車の完全な自動運転は難しく，危険時の自動

それらのインターフェースでは，運転者の意図を確

ブレーキに関して誤動作による事故が報告されて

実に入力することが難しく，運転操作にも支障をき

いる．自動運転を補完するために，運転者の操作に

たす可能性が高い．手・指によって確実に操作でき

よるコントロールが必要であるが，ハンドルに代わ

る機械式のインターフェースが求められる．現在，

る操作入力装置が必要となる．また，自動車を運転

用いられているインターフェースには指で把持し

中，車内の装備を操作するために，音声入力やタッ

て回転させるダイヤル式インターフェースが主流

*Faculty of Life and Medical Sciences, Doshisha University,Kyoto
Telephone:+81-774-65-6474, FAX:+81-774-65-6019,e-mail:ryokogaw@mail.doshisha.ac.jp
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である．しかし，ダイヤル部分の形状やインターフ

される赤外線をマーカが反射し，その反射赤外線を

ェースの配置については，設計者の経験と勘に頼っ

カメラで捉えることで，マーカの 3 次元位置が計測

ているのが現状である．本研究では，昨年度までに

できる．マーカの取り付け位置は，右手の手首，手

本研究プロジェクトで開発してきたロボットの操

の甲，示指の 3 つの関節（中手指節(MP）関節，近位

作インターフェースの設計および制御技術を発展

指節間（PIP）関節，遠位指節間（DIP）関節)の背面，

させて，親指と示指で把持・回転することで操作で

指先，およびインターフェース本体と回転軸の 8 箇

きるダイヤル式回転インターフェースのダイヤル

所であった（図 2）．計測の初期姿勢では，示指の屈

操作時の示指の運動学特性を調べた．(1)ダイヤル

曲・伸展方向がＺ-Ｘ平面になるように，ダイヤルの

径の違い，および (2)示指（手）とインターフェー

上面が平面になるように把持し，示指と親指の指先

スとの相対距離の違いによって，示指によるインタ

は，ダイヤルの中心を通る対角線上の位置に配置し

ーフェースの操作性がどのように変化するのかを

た． 初期状態からダイヤルを 15°だけ Z-X 方向へ

運動学的評価指標を基に調べた．

回転させる操作時の姿勢計測を行った．ダイヤルの

本研究の成果は，これまで被験者の感覚のみによ

直径 D の条件は 30，40，50，および 60 mm の 4 つで

って設計されてきたダイヤル式の操作機器を 3 次元

あった．手首の角度が 0 deg.になるように手首と肘

運動計測と人の示指の筋骨格系モデルによる運動

を固定器具に接触させた状態で示指と親指とでダ

解析を基に定量的に設計できる可能性を示したこ

イヤルを把持した．示指（手）とインターフェース

とである．工学機器の開発のみならず，リハビリテ

との相対距離は，示指と親指の第 1，第 2 中手骨の

ーションをはじめとする医療においても十分に応

間に存在する陥凹部である合谷とダイヤル回転軸

用が期待できる．

との距離 R で定義し，R を 35，40，45，50，55，そ
して 60 mm とする 6 つの条件で計測した．したがっ
て，ダイヤル直径 D の 4 条件と相対距離 R の 6 条件

２．方法

の組み合わせで被験者 1 人当たり計 24 回の計測を

2.1 計測方法

行った．計測中，被験者が違和感を感じた時には，

親指と示指によって回転・操作するダイヤル式入

計測を中止することとした．

力インターフェース装置の操作時の被験者の示指

操作終了後，D および R の条件を変化させたとき，

および装置の位置・姿勢を 3 次元運動計測装置で計
測した．被験者は，本実験装置に慣れた右利きの成

操作のしやすさを順位法 1)によるアンケートで被験

人男性 5 名と成人女性 5 名の成人健常者 10 名
（22.2

者から調査した．最も操作しやすいときを 4 点とし

±1.2 歳）（平均値±標準偏差）
（被験者 1 から 10）

て，1 点刻みで評価した．

で行った．被験者の身体的特徴，年齢，性別，手の
2.2 解析方法

大きさを表 1 に示す．図 1 は手の大きさを示す．本

2.1 の計測結果を示指の筋骨格系モデルに基づい

実験は，
「人を対象とする研究」に関する同志社大学

た運動評価指標に適用することで，回転ダイヤル式

人研究倫理委員会の承認を得て実施された．

の入力インターフェースの回転操作時の示指の操

インターフェースは回転軸が垂直方向に固定さ

作性を調べた．

れた．
3 次元の運動計測には，VENUS3D–250N（Nobby Tech.

2.2.1 筋・腱駆動系リンクモデル

Ltd. 製）を用いた．VENUS3D は，赤外線カメラ，シ

人の示指の運動制御系は，図 3 ように示される．

ステム制御装置，赤外線反射マーカにより構成され
ている．インターフェース本体と回転軸，被験者の

人の示指の関節は指骨の凹凸面を靭帯で固定され

右手の示指の指先と各関節に赤外線反射マーカ（直

た構造を持つが，屈曲・伸展運動に限定すると回転

径 4mm）が取り付けられた．赤外線カメラから照射

関節軸をもつヒンジ関節（中手指節(MP）関節，近位

294

指節間（PIP）関節，遠位指節間（DIP）関節)として

ここで，(#)+ は(#)のムーアペンローズの逆行列を示

モデル化できる．屈曲・伸展運動に限定すると Chao

す．さらに，関節の角速度𝒒̇は，指の指骨から構成さ

2)

らの筋腱駆動系モデル では，6 つの筋（FDP（深指

れ る リン ク機 構 を通 して ， 指先 操作 速 度𝒑̇𝑻𝑰𝑷 =

屈筋）
，ED（指伸筋），FDS（浅指屈筋）
，INTD（背側

[𝑋̇

骨間筋），INTP（掌側骨間筋）
，および Lum（虫様筋））

動に限定すると 3 つのリンク𝐿𝑖（i =1：末節骨，2：

により構成される(図 4)．複雑に分岐・結合する腱

中節骨，そして 3：基節骨）を 3 つのヒンジジョイ

の 経 路 を 通 し て ， 筋 の 収 縮 速 度 ベ ク ト ル 𝒆̇ =

ント（MP，PIP，そして DIP 関節）でつないだリンク

[𝑒1̇

𝑒2̇

𝑒3̇

𝑒4̇

機構としてモデル化できる 2)．そのリンクモデルよ

T

𝑒6̇ ] が回転関節軸に関するモ

𝑒5̇

ーメントアーム行列𝑮𝑻 により，関節角速度ベクト
ル𝒒̇ = [𝑞1̇

𝑞2̇

𝑇
𝑍̇ ] に変換される．人の示指は，屈曲・伸展運

り指先操作速度𝒑̇𝑻𝑰𝑷 は次のようにあらわされる．

T

𝑞3̇ ] に変換される．

𝒑̇𝑻𝑰𝑷 = 𝑱 (𝒒)𝒒̇ ,… (3)
ここで，指先の位置ベクトル𝑷𝑇𝐼𝑃 は，次のように表
される．

𝑻

𝒆̇ = 𝑮 𝒒̇ ,… (1)
ここで，𝑒𝑖 において，i =1 は FDP，i =2 は ED，i =

𝑷𝑇𝐼𝑃

3 は FDS，I =4 は INTD，i =5 は INTP，そして i =6

𝐿1 sin(𝑞𝑀𝑃 ) + 𝐿2 sin(𝑞𝑃𝐼𝑃 + 𝑞𝑀𝑃 ) + 𝐿3 sin(𝑞𝐷𝐼𝑃 + 𝑞𝑃𝐼𝑃 + 𝑞𝑀𝑃 )
𝐿1 cos(𝑞𝑀𝑃 ) + 𝐿2 cos(𝑞𝑃𝐼𝑃 + 𝑞𝑀𝑃 ) + 𝐿3 cos(𝑞𝐷𝐼𝑃 + 𝑞𝑃𝐼𝑃 + 𝑞𝑀𝑃 )]

は Lum を表す．𝑞𝑗̇ において，j =1 は MP 関節，j =2

=[

は PIP 関節，j =3 は DIP 関節を表す． 𝑮𝑻 は各関節

したがって，次式が得られる．

でのモーメントアームを表す行列であり，𝑮の転置

𝜕𝑋𝑇𝐼𝑃

⎡ 𝜕𝑞
𝑱 (𝒒) = ⎢𝜕𝑍𝑀𝑃
⎢ 𝑇𝐼𝑃
⎣ 𝜕𝑞𝑀𝑃

2)

行列を表す．Chao らのモデル では次のように記述
される．

𝜕𝑋𝑇𝐼𝑃
𝜕𝑞𝑃𝐼𝑃
𝜕𝑍𝑇𝐼𝑃
𝜕𝑞𝑃𝐼𝑃

𝜕𝑋𝑇𝐼𝑃
𝜕𝑞𝐷𝐼𝑃 ⎤
⎥
𝜕𝑍𝑇𝐼𝑃 ⎥
𝜕𝑞𝐷𝐼𝑃 ⎦

.

なお，本研究のモデルでは，３つのリンク長は，𝐿2
の長さで正規化された 2)．

,

2.2.2 示指リンク機構の指先可操作性

ここで，m =1 は MP 関節，m =2 は PIP 関節，m =3 は
DIP 関節，n =1 は FDP， n =2 は ED， n =3 は FDS，

関節角速度ベクトル𝒒̇に，
‖𝒒̇‖ ≤ 𝟏 ,… (4)

n =4 は INTD， n =5 は INTP， n =6 は Lum を示す
とき， の要素は，モーメントアーム

の条件を与えると，式（3）より，指先速度𝒑̇𝑻𝑰𝑷 の集

によって次

合は楕円として次式で表される．

のように表される．
，

，

，

，
，

，

，

，

𝒑̇𝑻𝑰𝑷 𝑻 (𝑱 (𝒒)+ )𝑻 𝑱 (𝒒)+ 𝒑̇𝑻𝑰𝑷 ≤ 𝟏 .… (5)

，

入力である𝒒̇が条件式(4)で正規化されているので，
式（5）で示される楕円の面積は，𝒒̇から指先速度𝒑̇𝑻𝑰𝑷
，

への速度伝達率を表す．面積が大きいほど伝達率が
高く，一定の関節角速度から大きな指先速度を出力

，

，
，

，
，

0，
.

できることを示す．その面積に比例する指標として，
次式で表される可操作度ωが定義される 3)．

0，

ω = √𝑑𝑒𝑡𝑱 (𝒒)𝑱 𝑻 (𝒒)

. …(6)

式(2)と(3)より，指先操作速度𝒑̇𝑻𝑰𝑷 は筋の収縮速
度ベクトル𝒆̇によって次のように表される．

モーメントアームは，ボー・ストリングによって表

+

𝒑̇𝑻𝑰𝑷 = 𝑱 (𝒒)(𝑮𝑻 ) 𝒆̇ . …

される Chao らのモデル 2)を用いた．式(1)より，次

(7)

筋は収縮のみで伸展方向には動作しないので，筋の

式が得られる．

収縮速度を次式のように正規化し，式（7）への入力

,… (2)
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とすると，指先操作速度は，次式で示される集合と

重比較検定によって，50mm と 30mm のデータ間で有

して表される．

意差が認められた．被験者 9 では，他の被験者と比
較して指が長く，ダイヤルと指との距離 R が小さい

𝑆: = {𝒑̇𝑻𝑰𝑷 = 𝑱 (𝒒)(𝑮𝑻 )̇ + 𝒆̇ | 0 ≤ 𝑒𝑖 ≤ 1, 𝑖 =
1,2, ⋯ ,6} .

とき，指の極端な屈曲姿勢となり，操作が難しくな
った可能性が高い．そのため，R =35mm の結果を除

… (8）

いたデータに対して，有意水準 5%の分散分析で有意

この集合𝑆は，指先における可操作性多角形とし

差が認められた．ダネットの多重比較検定によって，

て表される．その多角形の形状と姿勢は示指のリン

40mm と 50mm のデータ間，40mm と 60mm のデータ間

クモデルの運動学の特性を示す指標となる．被験者

で有意差が認められた．

ごとに，計測データから式（8）で得られる可操作性

有意差が認められた 7 人の内，順位法で操作しや

多角形を求めた．ダイヤルの直径 D の 4 つの条件（D

すいと回答した（表 3）ダイヤル径において可操作

= 30，40，50，そして 60mm）ごとに，示指とダイヤ

性多角形の姿勢角度の標準偏差がダイヤル径の 4 つ

ル回転軸との距離 R の６つの条件（R = 35，40，45，

の条件の中で最小であった被験者は，被験者 1，5，

50，55，そして 60 mm）において，可操作性多角形

7，8，そして 9 の 5 人，そして最大であった被験者

の姿勢角度が得られた．多角形の姿勢角度は，指先

は被験者 2 および 6 の 2 名であった．前者の例とし

から多角形の頂点へ引いた直線の中で指先から頂

て，被験者 1 の指先可操作性多角形と指姿勢を図 5

点までの距離が最大となる直線と X 座標軸との角度

に，後者の例として被験者 2 のそれらを図 6 に示す．

とした．ダイヤル径 D の 4 つの条件間で，指先の可

有意水準 5%の分散分析で，可操作性多角形の姿勢角

操作性多角形の姿勢角度に違いがあるかを検定し

度においてダイヤル径の 4 つの条件間で有意差が認

た．検定では，有意水準 5％で一次元配置の分散分

められなかった被験者は，被験者 3，4 および 10 で

析，ついでダネットの多重比較検定が用いられた．

あった．
被験者 3 は，有意差は認められなかったが，可操

３．結果

作性多角形の姿勢角度では，ダイヤル径 40mm のと

有意水準 5%の分散分析で，可操作性多角形の姿勢

き標準偏差が最も小さかった．一方，可操作度につ

角度においてダイヤル径の 4 つの条件間で有意差が

いては，有意水準 5%の分散分析で，4 つの条件間で

認められた被験者は，被験者 1，2，5，6，そして 7

有意差が認められた（表 4）
．さらに，ダネットの多

であった（表 2）．ダネットの多重比較検定（有意水

重比較検定によって，ダイヤル径 40mm と 60mm の間

準 5%）より，被験者 1 では，40mm と 60mm のデータ

で，可操作度に有意差が認められた．可操作度は，

間で，被験者 2 では，60mm と 30mm のデータ間で，

4 つの条件では，ダイヤル径 40mm のとき，最大であ

被験者 5 では，40mm と 60mm のデータ間で，被験者

った．順位法で操作しやすいと回答したダイヤル径

6 では，40mm と 60mm のデータ間で，そして被験者

も 40mm であった．

7 では，60mm と 30mm のデータ間，および 60mm と

被験者 4 では，可操作度に対しても，有意水準 5%

40mm のデータ間で有意差が認められた．また，条件

の分散分析で，4 つの条件間で有意差が認めらなか

付で有意差が認められた被験者 8 および 9 を含める

った．しかし，可操作度は，4 つの条件では，50mm，

と合計 7 人であった．被験者 8 では，ダイヤル径

60mm の順に大きかった．順位法では，ダイヤル径

60mm での可操作性多角形の姿勢角度の標準偏差は
小さく，指リンクの姿勢変化が極端に小さくなった．
大きなダイヤル径では，指の姿勢変化が制限され，

60mm，50mm の順で操作しやすいと回答した．
被験者 10 では，可操作度に対しても，有意水準
5%の分散分析で，4 つの条件間で有意差が認められ

指先の操作性が悪くなった可能性が高い．そこで，

なかった．しかし，順位法で最も操作しやすいと回

60mm のデータを除いて解析を行った．ダネットの多

答したダイヤル径 50mm では，高い可操作度が示さ
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れた．

可操作性の高い姿勢で指先を操作する傾向にある
ことが判った．
４．考察

以上のことから，次の事柄が得られた．

可操作性多角形の姿勢，形状，および大きさは，
指の運動学の特性を示すものであり，指リンク長比

５．おわりに

やリンク姿勢によって決定される．

示指と親指との Tip-pinch で，ダイヤルの回転軸

4 つのダイヤル径（30mm，40mm，50mm，そして 60mm）

とは垂直な屈曲伸展平面上で回転入力操作を行う

に対する可操作性多角形の姿勢角度間で，有意差が

とき，本研究における被験者には次のような特徴が

認められる被験者（1，2，5，6，7，8，そして 9）

認められた．

では，ダイヤル径の大きさに対応して，指のリンク

（1）ダイヤル径の大きさに対しては，指のリンク姿

姿勢を変化させる傾向にあることを意味する．さら

勢を変化させて対応し，同じダイヤル径ではダイヤ

に，その被験者の中で，操作しやすいと回答したダ

ルと指との相対距離の違いを示指の姿勢の変化で

イヤル径における可操作性多角形の姿勢角度間の

はなく，親指の位置・姿勢によって調整した．

ばらつき（標準偏差）が小さいとき，被験者（1，5，

（2）ダイヤル径の大きさに対しては，指のリンク姿

7，8，そして 9）は，ダイヤルと指との相対距離に

勢を変化させて対応し，同じダイヤル径では，ダイ

違いがあっても，同じ示指姿勢で操作する傾向にあ

ヤルと指との相対距離の違いを示指姿勢で調整し

ることが判る．示指の姿勢変化が小さいということ

た．

は，ダイヤルと指との相対距離の違いを親指の位

（3）ダイヤル径の大きさに関わらず，指先の可操作

置・姿勢によって，調整している可能性が高い．一

性が高い姿勢を維持した．

方，操作しやすいと回答したダイヤル径における可

また，操作しやすいダイヤル径は 40～50mm であ

操作性多角形の姿勢角度間のばらつき（標準偏差）

ることが判った．

が大きいとき，被験者（2，および 6）は，ダイヤル
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分析で，4 つの条件間で有意差が認められ，可操作
度は，4 つの条件では，40mm が最大であった．順位
法で最も操作しやすいと回答したダイヤル径は
40mm であり，さらに 40mm で可操作性多角形の姿勢
角度の標準偏差が小さいことから，指先の可操作性
が高い姿勢を維持して操作する傾向にあることが
判る．被験者 4 および 10 は，可操作度に対しても，
有意水準 5%の分散分析で，4 つのダイヤル径の条件
間で有意差が認めらなかった．しかし，順位法の回
答が可操作度の高いダイヤル径とも一致するため，
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Length 1
Length 2
図 2 計測における初期姿勢
図 1 手の大きさ

筋・腱駆動系
筋の
収縮速度

指のリンク機構

関節での
モーメント
アーム

筋・腱
の経路

関節
角速度

指骨からなる
リンク機構

図 3 示指の筋骨格系における運動伝達

Z
X

Muscle
Tendon
Tendon sheath
Y
PIP joint
DIP joint

ED
MP joint

Lum

Finger
Tip

図 4 示指の筋骨格系モデル
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INTD
INTP
FDP
FDS

指先
操作速度

(a-1) Postures of the finger link
for the diameter 30 mm

(b-1) Manipulability polygons
for the diameter 30 mm

(a-3) Postures of the finger link
for the diameter 50 mm

(a-2) Postures of the finger link
for the diameter 40 mm

(b-2) Manipulability polygons
for the diameter 40 mm

(a-4) Postures of the finger link
for the diameter 60 mm

(b-3) Manipulability polygons
for the diameter 50 mm

(b-4) Manipulability polygons
for the diameter 60 mm

図 5 被験者 1 における示指リンク姿勢と可操作性多角形

(a-1) Postures of the finger link
for the diameter 30 mm

(a-2) Postures of the finger link
for the diameter 40 mm

(b-1) Manipulability polygons
for the diameter 30 mm

(b-2) Manipulability polygons
for the diameter 40 mm

(a-3) Postures of the finger link
for the diameter 50 mm

(a-4) Postures of the finger link
for the diameter 60 mm

(b-3) Manipulability polygons
for the diameter 50 mm

(b-4) Manipulability polygons
for the diameter 60 mm

図 6 被験者 2 における示指リンク姿勢と可操作性多角形
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表 1 被験者のデータ

被験者 Length1 Length 2 身長
番号
[mm]
[mm]
[cm]
1
185.0
85.0
171.0

表 3 順位法の結果

体重
年齢 性別
[kg]
72.0
22 男性

ダイヤル径 [mm]

被験者
番号

30

40

50

60

1

1

3

4

2

2

191.0

84.0

184.0

67.0

21

男性

3

179.0

90.0

174.0

61.0

23

男性

2

1

2

4

3

4

165.0

70.0

156.8

42.1

23

女性

3

3

4

2

1

5

169.0

73.0

156.0

49.0

22

男性

4

1

2

3

4

6

162.0

70.0

148.6

43.0

21

女性

5

2

4

3

1

7

177.0

75.0

163.0

58.0

21

女性

6

2

4

3

1

8

187.0

83.0

174.0

65.0

22

男性

7

3

4

2

1

9

180.0

75.0

173.0

58.0

25

女性

8

2

3

4

1

10

174.0

78.0

171.0

56.0

22

女性

9

1

4

3

2

10

1

3

4

2

被験者が操作しやすい順に、
4、3、2、1と記入

表 4 可操作度における ANOVA の結果

表 2 可操作性多角形の姿勢角度(deg.)における
ANOVA の結果
被験者番号
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

被験者
番号

ダイヤル径（deg.）

5%ANOVA

30 mm 40 mm 50 mm 60 mm

有意差

平均値

57.8

53.1

46.1

34.3

標準偏差

5.2

3.1

10.8

18.5

平均値

28.2

34.9

38.5

54.7

標準偏差

15.7

9.2

16.4

18.3

平均値

29.4

19.8

24.6

29.3

標準偏差

14.4

7.6

23.6

40.0

平均値

15.5

22.2

26.8

34.2

標準偏差

11.4

14.7

15.2

21.7

平均値

78.7

86.4

68.3

60.2

標準偏差

14.7

8.5

13.5

15.4

平均値

73.7

72.8

54.7

50.6

標準偏差

10.8

14.6

13.2

10.8

平均値

62.5

64.0

49.0

36.2

標準偏差

8.9

8.9

8.5

13.8

平均値

105.6

94.9

74.3

56.6

標準偏差

32.9

19.8

12.9

7.1

平均値

85.4

90.7

72.8

70.2

標準偏差

21.2

8.4

23.9

29.9

平均値

41.4

34.9

21.4

17.5

標準偏差

13.9

20.6

22.5

22.6

1

有

2
有

3
無

4
無

5

有
有

6

有

7

有＊

8

有＊＊

9
無

10

＊：60mmを除いたとき
＊＊：R=35mmの結果を除いたとき
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ダイヤル径

5%ANOVA

30 mm 40 mm 50 mm 60 mm

有意差

平均値

4.9

4.9

5.6

5.9

標準偏差

0.5

0.4

0.8

1.0

平均値

5.4

7.0

7.0

6.4

標準偏差

1.4

0.9

0.5

0.4

平均値

4.2

4.6

4.5

3.8

標準偏差

0.3

0.4

0.4

0.3

平均値

5.7

5.8

6.6

6.3

標準偏差

1.0

1.4

0.3

0.6

平均値

3.4

3.8

3.4

3.5

標準偏差

0.1

0.2

0.6

0.5

平均値

3.7

3.7

3.8

3.7

標準偏差

0.3

0.5

0.5

0.5

平均値

3.9

3.9

3.4

4.9

標準偏差

0.6

0.5

0.6

0.8

平均値

3.8

3.7

3.2

3.4

標準偏差

0.6

0.6

0.5

0.7

平均値

5.5

5.5

5.6

4.8

標準偏差

0.3

0.4

0.5

0.2

平均値

3.7

3.7

4.0

3.9

標準偏差

0.4

0.6

0.8

0.7

無

有

有

無

無

無

有

無

有

無

Measurement and evaluation of brain function of car driver using
wearable NIRS
Hitoshi TSUNASHIMA* and Kenshuke KADOI*
(Received March 28, 2018)
This study examines eﬀects of full-automatic driving system on drivers brain function. Drivers brain activity is
measured using wearable near-infrared spectroscopy (NIRS). Whether the reduction of driving workload by automatic
driving system can be evaluated from brain activity was discussed through experiments using a real autonomous car and
a driving simulator. Experimental results suggest that the reduction of brain activity can be observed in autonomous car
driving.
Key words ： NIRS(near-infrared spectroscopy), autonomous driving, driver, brain activity.
キーワード ： 近赤外分光法, 自動運転, ドライバ, 脳機能.

ウエアラブル NIRS を用いたドライバの脳機能計測と評価
綱島 均, 門井健介

1

はじめに

的な判断を脳活動から計測できることを示した

2)

．し

かし，自動運転中のドライバは乗車時間，条件によって

交通事故削減や渋滞緩和など交通に関する問題解決

は安全に運転できない状態になることが示唆されており

手段として自動運転が注目されている．自動運転は，

3)

SAE(Society of Automotive Engineers) によるレベル

，ドライバの状態を常時モニタリングする必要がある

と考えられる．

分けがされている 1) ．この定義によると，レベル 3 まで

そこで本研究ではドライバの状態について NIRS 計測

は走行中の状況把握や有事の際のドライバの関与が考慮

装置を用い，手動運転，自動運転の 2 つの条件で実車お

されている．このドライバの関与する場合，特に自動運

よびドライビングシミュレータを用いて走行し，そのと

転から手動運転に切り替わる場合において，ドライバが

きの脳活動の計測と評価を行う．

適切に運転できる状態でなければ，事故が発生する恐れ
があると考えられる．そのため，このような場合を想定

2

して，ドライバが安全に運転できる状態かどうかをモニ
タリングする必要がある．

NIRS による脳活動計測

近赤外分光装置は「生体の窓」と呼ばれる生体透過
性が高い近赤外領域の光（700-900nm）を用いて 4) ，ヘ

ドライバのモニタリングに関する研究については，

Yoshino らは近赤外分光法 (NIRS：Near Infra- red Spec-

モグロビンの濃度変化を計測する手法である．oxy-Hb，

troscopy) 装置を用いて，実車走行時のドライバの瞬時

deoxy-Hb それぞれ吸光スペクトルが異なることから，

* Department of Mechanical Engineering, College of Industrial Technology, Nihon University, Chiba
Telephone : +81-047-474-2339, E-mail : tsunashima.hitoshi@nihon-u.ac.jp
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透過光量に基づきそれぞれのヘモグロビンの濃度変化を
求めることができる．
脳活動計測においては，頭表に配置した送光ファイバ
から近赤外光を照射し，頭皮，頭蓋骨，髄液で吸収・拡
散されながら脳表に達し，再び頭表まで戻ってきた透過
光量が受光ファイバによって計測される．この透過光量
に基づいて，脳表のヘモグロビンの濃度変化を算出する
ことができる．
脳活動による局所的な脳内酸素消費は 5 ％程度であ
るのに対し，それに伴って供給される局所脳内血流の増
加は 30-50 ％と消費に対して大きく上回る．そのため，

Fig. 1. Experiment in automatic driving.

脳活動が発生した領域では，典型的に oxy-Hb の増加と

deoxy-Hb の減少を示す 5) ．
NIRS は計測時に実験参加者にかける負担が小さく，
計測が容易であるという利点から様々な分野で利用され
ている．しかし，NIRS 信号は絶対値ではなく，ベース
ライン時からの濃度変化量という相対値であるため，実
験参加者間で測定値の比較を行うことができず，定量的
な評価を行うことが難しいという欠点がある．

3
3.1

実車走行実験

Fig. 2. Brain activity of car driver (manual and automatic driving, 1ch).

実験方法

金沢大学の自動運転車両開発グループと共同で実車走
行環境下の脳活動を計測，評価を行った．インフォーム

る傾向を示したが，自動運転時はほとんど増加しなかっ

ドコンセントを得た運転免許を所持している成人男性

た．もう 1 人名の実験参加者でも同様の傾向が確認され

2 名を対象に手動，自動運転時の脳機能を計測した．実

た．このことから，自動運転時は，手動運転時と比較し

験風景を図 1 に示す．計測に使用した NIRS 計測装置

て，ドライバの脳活動の変動が少ないことがわかった．

は PocketNIRS (DynaSense) を用いて前頭前野外側部
を 2ch 計測した．実験には金沢大学が所有している自動
珠洲市役所から珠洲市と能都町の境にある休憩所まで

4.1

の交通量が少ない道のり (約 15km）を手動運転 (往路)，

手動，自動運転時の脳活動の評価

実験方法：

自動運転 (復路) で走行させた．走行開始と終了後，折

実車を使用した走行環境においては，多くの制約条

り返し地点となる休憩所でそれぞれ 3 分間の閉眼安静を

件があるため実験統制が困難であった．そこで，実験統

実験参加者にしてもらった．走行時間は閉眼安静の時間

制が容易なドライビングシミュレータを用いて検証を

を含め往復約 50 分であった．得られた実験データにつ

行った．

いて離散ウェーブレット変換 6) を用いて，10 秒以下の

インフォームドコンセントを得た運転免許を所持して

周期成分を脳活動に関係しない成分として取り除いた．

3.2

ドライビングシミュレータによる検討

4

運転車両を使用した．

いる成人男性 9 名を対象にドライビングシミュレータ

実験結果・考察

を用いた手動，自動運転時の脳機能を計測した．実験デ

前頭前野右外側部 (1ch) の計測結果を図 2 に示す．図

ザイン，実験コースを図 3 に示す．実験デザインについ

2 より，手動運転時の oxy-Hb は，運転開始後から増加す

て安静 1 分，走行 1 時間，安静 1 分のセットを各実験
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$
#"!

Fig. 3. Experimental design and driving course.

! "# $

Fig. 5. Wearable NIRS Hb-131S (numbers: measurement channels).

Fig. 4. Driving task.

Fig. 6. Steering entropy.

参加者 1 回行った．走行コースについて横 6500m，縦

さらに，操舵情報としてステアリング角からステアリ

3250m，カーブ曲率 1300m，4 車線 (片側 2 車線) の 8

ングエントロピ 8) を走行開始 60 秒のデータを基準値と

字コースを用いた．

して算出，道路左端からの横変位を計測し，60 秒ごと

手動運転条件では，100 km/h で第一通行帯を走行す

の標準偏差を算出した．

る先行車に一定の車間距離で追従走行するように指示し

実験結果・考察：手動，自動運転条件それぞれを行っ

た（図 4）．自動運転条件では，運転操作を行わず，前

た実験参加者 4 名の中で変化が大きかった実験参加者

方注視のみを行わせた．

D の走行時のステアリングエントロピ，横変位の標準偏

計測したデータと処理方法：

差，眠気評価，前頭前野右内側 4ch の oxy-Hb の結果を

ウエアラブル NIRS 装置 Hb-131S(Astem) を用いて前

図 6，図 7，図 8 にそれぞれ示す．

頭前野の脳活動を 4ch 計測した．図 4 に使用した NIRS

図 6，7 よりステアリングエントロピ，横変位の標準

装置と計測チャンネルを示す．

偏差は 1800 秒以降増加傾向にあり，図 8 より顔表情か

計測したデータに対して，離散ウェーブレット変換を

らの眠気評価値が，1200 秒以降上昇しており，覚醒度

用い 60 秒以下の周期成分を除去し，信号を再構成した．

が低下していることが確認できる．この時，oxy-Hb が

また，ドライバの上半身から顔面までの状態を動画に記

低下する傾向にあることから，覚醒度の低下とともに脳

録し，60 秒ごとに眠気評価

活動が低下していると考えられる．この傾向は実験参加

7)

を行った．
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Fig. 7. Standard deviation of distance to left border.

Fig. 9. Facial expression and brain activity (automatic driving, participant D, 4ch).

Fig. 8. Facial expression and brain activity (manual
driving, participant D, 4ch).

Fig. 10. Experimental design.

者 8 名中 6 名で確認された．

4．1 節と同様である．

自動運転条件での結果について，眠気評価と前頭前野

実験結果・考察：

右内側 4ch の oxy-Hb を図 11 に示す．

実験結果を図 11 に示す．図 11 より，自動運転環境に

図 11 より，覚醒度が手動運転と比較して，より早く

おいては運転開始後も脳活動が上昇しないことが確認で

低下し，覚醒度低下に伴って oxy-Hb が減少することも

きる．特に，1200 秒からは眠気評価値が急激に上昇し

確認された．この傾向は，実験参加者 4 名中 3 名で確

ており，覚醒度が低下していることがわかる．この後に

認された．以上の検討から，自動運転では手動運転と比

手動運転に移行した際も，さらに脳活動が低下している

べ，ドライバの覚醒度が低下することが示された．

4.2

ことから，切り替え後も覚醒度が十分上昇していないこ

自動運転から手動運転へ移行した場合の脳活動
の評価

とがわかる．このことから，自動運転中においても一定
レベルの覚醒度を保つ必要があると考えられる．

実験方法：
自動運転から適切な運転ができない状態で手動運転に

5

切り替わった場合，脳活動がどのように変 化するか検

結論

本研究ではドライバの状態について NIRS 計測装置を

討を行った．実験参加者 D を対象に実験を行った．実

用い，手動運転，自動運転の 2 つの条件で脳活動の計測

験デザインを図 10 に示す．

と評価を行った．

安静 3 分，自動運転による走行 30 分，切り替え時間

3 分，手動運転による走行 27 分，安静 3 分の１セット

自動運転車両を用いた検討では，自動運転時は手動運

を実施した．なお，本ドライビングシミュレータは，自

転時と比較して，ドライバの脳活動の変動が少ないこと

動運転と手動運転間の自動的な移行に対応していないた

がわかった．ドライビングシミュレータを用いた検討で

め，警報音を鳴らし一旦自動運転を終了し，自動運転か

は，自動運転では手動運転と比べ，ドライバの覚醒度が

ら手動運転への切り替えを手動で行なった上で，手動運

低下することが示された．また自動運転から手動運転切

転を行った．実験コース，取得データ及びデータ処理は

り替えた際，覚醒度が十分上昇しない場合があることか
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Fig. 11. Facial expression and brain activity (automatic driving, participant D, 4ch).

ら，自動運転中においても一定レベルの覚醒度を保つ必
要があると考えられる．
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Recognition strategy of Arrow Traffic Signals
by Digital Map Information and Image Brightness Adjustment
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Akisue KURAMOTO*, Keisuke YONEDA and Naoki SUGANUMA
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For safety of autonomous vehicles, accurate recognition of traffic signal state is necessary. In our previous study, the recognition
system of traffic signal state composed of digital map and mono camera was developed. This study modifies the system to improve
the recognition accuracy in traffic signal with weak light such as lamp type one in far distance. Traffic lamp area on image is
enhanced by a new method based on hue, saturation and brightness values. In addition, a new recognition method of arrow signal
state is developed. Experiments show the performance of the proposed method for real driving data.
Key words：Autonomous vehicles, intelligent transportation system, image processing
キーワード：自動運転,高度道路交通システム,画像処理

デジタルマップと輝度強調を用いた矢印信号検出
･･･････････････････････････････････････････････････

倉元 昭季*，米陀

佳祐*，菅沼

直樹*

1. はじめに
自動運転に関する研究が近年，企業・大学を中心

なデジタルマップに基づく周辺環境認識と行動決

に活発に進められてきている．特に市街地での使用

ルマップを用いた交通信号機検出とその状態認識

を含めた取り組みとして，欧米，アジアなどの市街

について述べる．

(1)(2)

定が挙げられる．本報告では，単眼カメラとデジタ

．本研究でも

市街地の交通環境のうち特に交差点走行における

2015 年より石川県珠洲市および金沢市にて公道実

安全性の確保のため，交通信号機の点灯状態を確実

証実験を実施している．実験に用いる自動運転車両

に認識することが重要である．信号機形状や信号灯

（図 1）には Lidar，ミリ波，カメラ，GNSS/IMU な

色など既知の情報を用いて信号機状態を認識する

地での実証実験も報告されている

どのセンサが搭載されている．これらのセンサ情報

試みはこれまでにも行われてきた(3)(4)(5)．しかし日照

を統合し，周辺環境の認識，自己位置推定，走行軌

条件や背景，対象物体の周囲物体との重なり，画像

道の設定やそれらに基づく車両制御をリアルタイ

のコントラストといった，様々な要因の影響を受け

ムに実施するシステムを構築している．

る可能性がある．例えば図 2(b)に示すように，夜間
においては形状情報が欠如するという課題もある．

自動運転自動車の公道での安全かつ安定した走
行を実現するためのアプローチの一つとして，精密

*Autonomous Vehicle Research Unit, Institute for Frontier Science Initiative, Kanazawa University, Kanazawa, Ishikawa, Japan.
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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Fig.1 Test platform
Fig.2 Typical Trafﬁc Signal Image

そこで前述のアイディアに加え，デジタルマップ
を活用した信号機 の検出方法が提案されている
(6)(7)(8)

．検出手順は以下の通りである．

自動運転自動車が信号機認識結果に基づいて交

1）ROI 抽出：デジタルマップを用いて，画像上

差点の通過や停止を決定し制御を行うにあたり，

の信号機領域（RegionOf-Interest, ROI）を探索する．

100m 以上遠方から信号機点灯状態を正しく認識す

2）候補検出：候補交通信号として ROI 内の照明

ることが求められる．しかし遠方の信号灯は日照条

領域を抽出する。

件や背景の影響を受けやすいため，周囲と比較して

3）状態認識：色相の情報や機械学習を用いて信

暗めに点灯する信号機は検出が難しいという課題

号状態を分類する。

が残っている．

抽出した ROI のうち信号灯の点灯領域は，HSV
や LAB の色空間を使って強調できる

そこで本研究では，灯火中の信号灯を効果的に強

(9)(10)

．点灯領

調するために，信号灯色に応じた輝度強調手法を導

域を強調した画像上での円形や長方形の領域は，そ

入する．提案手法は，暗めの信号灯だけでなく，矢

れぞれの検出器を用いて検出される

(11)

．検出された

印信号についても認識性能を向上させる．

領域について，色相情報または機械学習アルゴリズ
ムから信号機の点灯色（緑、黄、赤）を区別する．

2. 提案手法

2.1. 概要

特に機械学習を用いた手法は，昼夜の異なる視界を
考慮した状態認識が可能になる．

図 4 に提案する信号灯認識手法のフローチャート

本研究ではこれまでに，単眼カメラと車両姿勢情報，

を示す．まず絶対座標系上において，地図情報から

および地図情報に基づく信号機の認識手法が提案

得られた信号機位置に対する，自車の車両座標系の
位 置 𝒙𝒗 = [𝑥𝑣 , 𝑦𝑣 , 𝑧𝑣 ] を 取 得 す る ． 自 車 か ら

している(8)(12)．地図には信号機位置が記録されてお
り，自車との位置関係を考慮すれば画像上で各信号
機が写る位置を算出できる．これに基づき，各信号

𝑑𝑣 (= √𝑥𝑣 2 + 𝑦𝑣 2 ) [m] 以内に存在する信号機につ
いて，自車の信号機に対する位置情報（距離および

機について画像上での ROI が定義される．しかし図

姿勢），および車両座標系上のカメラの位置情報か

1(c) に示すように，ROI 内に複数の信号機が観測

ら，車両に搭載したカメラで撮影した前方画像上で

される場合がある．この場合，形や色のみに着目し

の信号灯位置を推定し，ROI を設定する．この ROI

た従来の認識手法では ROI に対応する信号機を正

は撮影画像上で信号機が存在する位置を示す．従来

しく検出することが難しい．そこで我々はこれまで

は，信号灯が周囲より明るい色をもつこと，すなわ

に，ROI 内の信号機位置を表す存在確率を定義し，

ち高い彩度と明度を持つことに着目し，彩度(S)画像

適応型コントラスト改善法を導入することで，他の

と明度(V)画像の積である SV 画像を用いて信号灯

点灯物の誤検出を低減する方法を提案し，その性能

領域の強調を試みていた(12)．加えて画像全体の明る

を示した

(12)

．これにより ROI 内に写る複数の信号

さを考慮するため，SV 画像のコントラストを正規

機のうち，ROI に対応した信号機を効果的に抽出し，

化した画像(点灯部強調画像)を作成し，アルゴリズ

信号機状態を認識できるようになっている．

ムに用いていた．しかし作業後の画像が，点灯部を
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十分に

Fig.3 Flowchart of the proposed method of traffic light recognition

強調できていない場合があった．そこで図 3 の赤枠
Fig.4 Luminance enhancement of traffic lamp

内に示すように，従来手法の改善を試みた．これら
の変更の目的は，自車と信号機の距離に関わらず，
るい場合でも，信号灯を確実に強調することである．

ここで𝑉(𝑢, 𝑣)と𝑉𝑚 (𝑢, 𝑣)はそれぞれ ROI 内の画素座
標(𝑢, 𝑣)における補正前と補正後の明度値，𝑉̅ は元の

具体的な手順について次節以降に述べる．

ROI 画像の平均明度，𝜎と𝜎𝑣 はそれぞれ補正前と補

カメラ画像上の信号灯以外の部分が信号灯より明

正後の画像の明度の標準偏差，𝑘𝑣 は補正後の画像の

2.2. ROI サイズの統一

平均明度調整用の任意定数である．また，信号の灯

本手法では，信号灯が円形であることに着目し，

火部は通常，一定値以上の彩度をもつ．一方で上空

抽出した ROI 内で SURF アルゴリズムを用いて信号

の白雲などは，色相値に関わらず彩度が低くなる．

灯候補を抽出していた．従来は円形検出用の SURF

このような背景と信号灯の違いを明確にするため，

の設定値を一定としていたが，自車と信号機の距離

以下の式を用いて低彩度画素をさらに低減させる．

に応じて画像上の信号機や信号灯のサイズは変化
𝑆𝑚 (𝑢, 𝑣) = 𝑆(𝑢, 𝑣) ∙ 1/exp(−𝑎𝑠 (𝑆(𝑢, 𝑣) − 𝑏𝑠 )

するため，この設定値が検出結果に影響を及ぼす可
能性がある．そこで提案手法では，信号灯認識を始
める前に ROI の短辺を 192 px に統一する処理を加

ここで𝑆(𝑢, 𝑣)と𝑆𝑚 (𝑢, 𝑣)はそれぞれ ROI 内の画素座

えた．この値は経験的に設定したものである．これ

標(𝑢, 𝑣)における補正前と補正後の彩度値，𝑎𝑠 はシ

により，信号機との距離が円形検出結果へ及ぼす影

グモイド関数のゲイン，𝑏𝑠 は彩度補正の中心値を指

響の抑制を図る．そのうえで HSV 画像とし，各チ

定する定数である．以上より補正後の S 画像と V

ャンネルに分割する．

画像である𝑆𝑚 画像と𝑉𝑚 画像が得られる（図 4(d)）
．
これらの積である𝑆𝑚 𝑉𝑚 画像について，色相値に応

2.3. 強調画像の作成

じて𝑆𝑚 𝑉𝑚 画像の画素値を重み付けする．色相に応

以前提案した手法では，背景となる空などの周囲と

じた重み値の分布の例を図 5 に示す．元の ROI 画像

比較して点灯中の信号灯が暗い場合，単純な SV 画

において信号灯の点灯時の色相に近い色相領域に

像（図 4(b)）
に基づくコントラスト改善画像（図 4(c)）

高い重みづけを行うことで，図 4(e)に示すような重

では信号灯領域の強調が充分ではないという課題

み画像が得られる．この重み画像と𝑆𝑚 𝑉𝑚 画像の積

があった．そこでまず V 画像に統計学的補正を行う

により，図 4(f)に示すような強調画像を得る．効果

ことで， ROI 内の平均明度を調整する．即ち ROI

的に信号灯部のみを強調できていることがわかる．

内の各画素の V 値を，以下の式(1)のように置き換

信号灯は発光しているため，その色相値は他の光源

える．

の影響を比較的受けにくい．したがってホワイトバ
ランスの調整等により，異なるカメラでも図 5 に類
𝑉𝑚 (𝑢, 𝑣) = 𝑘𝑣 𝑉̅ + (𝑉(𝑢, 𝑣) − 𝑉̅ )𝜎𝑣 /𝜎

似した色相の重み分布を定義できる．
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対象の信号機の灯色として出力する(12)．
Table2. Number of experiment images for each signal state

Fig.5 Hue weight distribution
Table1. Hue range and signal state

Signal state

Number of data

Green

3654

Yellow

173

Red

3075

Right arrow

289

Left arrow

125

Signal state

Hue range

Green

153-206

Yellow

35-60

なく，設置方向（縦型・横型）や矢印信号（左，進，

Red

0-34, 350-360

右）の有無も含まれている．そこで対象の信号機が

2.5. 矢印信号の認識
地図情報に含まれる信号機情報には位置だけで

矢印信号を持つ場合，矢印信号の状態認識も行う．
画像が得られる．この重み画像と𝑆𝑚 𝑉𝑚 画像の積に

矢印信号を持つ信号機について，2.4 節までの手法

より，図 4(f)に示すような強調画像を得る．効果的

によって信号機の点灯色が赤または黄であると判

に信号灯部のみを強調できていることがわかる．信

断された場合，図 10 に示すように矢印信号認識用

号灯は発光しているため，その色相値は他の光源の

の ROI を検出した信号灯領域の下部に設定する．矢

影響を比較的受けにくい．したがってホワイトバラ

印信号は事前に Adaboost を用いて訓練された右矢

ンスの調整等により，異なるカメラでも図 5 に類似

印検出器によって認識される．矢印信号認識用の

した色相の重み分布を定義できる．

ROI を 90°ずつ回転していき，各回転状態で右矢印

以上の手順で得られた新たな強調画像を，従来用

検出器を適用する．これにより，単一の検出器のみ

いていた SV 画像に代えてコントラスト強調に用い

で矢印信号の方向を検出する．なお 3.4 節と同様に，

る．

矢印信号認識用 ROI についても色相重み付けを考
慮した強調画像を作成して使用する．これにより背

2.4. 信号灯点灯色の認識

景ノイズの誤検出を抑制する．

前節で作成した強調画像から，信号灯領域を検出
する．信号灯領域は円形であることに着目し，SURF

3. 評価試験

アルゴリズムを用いて画像上の円形領域を候補と

3.1. 試験条件

して抽出する．この円形領域の半径𝑟𝑙 を指標とし，

本研究で使用する車載カメラは，解像度 1280x960

想定される信号灯の画像上のサイズと大きく異な

の画像を 7.5 Hz で撮影する．地図と LIDAR を用い

る候補候補はノイズとして除去する．具体的には以

た自己位置推定手法により，地図内での自車位置は

下の式に示す条件を満たすサイズの候補領域を抽

100 Hz で計算されている．

出する．

石川県金沢市及び珠洲市の一般道を日中に走行
したデータを用い，信号機認識の性能評価試験を行

𝑘𝑚𝑖𝑛 𝑓𝑥 𝑠𝑙 /(2𝑧𝑠 ) ≤ 𝑟𝑙 ≤ 𝑘𝑀𝑎𝑥 𝑓𝑥 𝑠𝑙 /(2𝑧𝑠 )

った．道路走行中の撮影画像のうち，車両から

ここで𝑠𝑙 は信号灯の直径[m]，𝑓𝑥 はカメラの焦点距離，
𝑧𝑠 は信号灯の高さ[m]である．また，𝑘𝑚𝑖𝑛 および𝑘𝑀𝑎𝑥

𝑑𝑣 = 150[m] 以内に信号機が存在する 5,445 枚を抽
出した．評価用データの内訳を表 2 に示す．2 章で
提案した輝度調整用のパラメータは，𝑑𝑣 = 150[m],

はそれぞれ，候補領域の許容半径の最小値と最大値

𝑘𝑣 = 1.1, 𝜎𝑣 = 127/2.5, 𝑎𝑠 = 0.08, 𝑏𝑠 = 30.0,𝑠𝑙 =

を定義するための係数である．以上の手順で抽出さ

0.4[m], 𝑧𝑠 = 5.0[m], 𝑘𝑚𝑖𝑛 = 0.5, 𝑘𝑀𝑎𝑥 = 2.5 と設

れた各候補領域において，平均色相値を表 1 に示す

定した．本報告の提案手法の信号灯色認識性能は，

色相範囲と照合し，その色を判断する．最後に以前

2 章で提案した輝度調整を行わない従来手法(12)を比

提案した手法と同様に ROI 内の信号機位置を表す

較対象にして確認する．

存在確率を更新し，最大確率となる候補領域の色を
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上のサイズが，10x10 未満と非常に小さなものにな
ることが原因と考えられる．したがって遠方の矢印
信号の認識性能を向上させるためには，カメラやレ
ンズのハードウェア仕様を考慮する必要がある．
4. 結言
本研究では，遠方の信号機の点灯状態（信号色，
矢印信号）の認識性能を向上させる手法を提案した．
彩度および明度を適応的に改善し，さらに色相によ
る重みを掛け合わせることで，信号灯の強調を効果
的に行うものである．提案された方法を導入するこ
とで信号灯の検出率が全体的に改善され，近距離の
矢印信号は高い精度で認識できるようになった．一
方で，遠方の矢印信号の検出率は改善の余地がある．
遠方の信号機状態の誤認識や未検出をさらに抑
制するためには，特に逆光条件下で遠方の信号機の
点灯色を判別するための手法の改善や，画像の高解
像度化が課題として挙げられる．
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Moving-Object Tracking Based on Environmental Map Information with
Laser Scanner Mounted on Two-Wheeled Vehicle
Yohei MATSUI*, Masafumi HASHIMOTO**, and Kazuhiko TAKAHASHI ***
This paper presents a tracking (estimating position, velocity and size) of moving objects, such as cars,
two-wheeled vehicles, and pedestrians, using a multilayer laser scanner mounted on a two-wheeled vehicle. The vehicle
obtains its own pose (position and attitude angle) by on-board GNSS/INS unit and correct the distortion in the
laser-scan data by interpolating the pose information. The corrected laser-scan data is mapped onto a 3D voxel map
represented in the world coordinate flame. Subsequently, the vehicle extracts the interested laser-scan data from the
current laser-scan data using NDT scan matching based map-subtraction method. The extracted scan data are mapped
onto the elevation map, and moving objects are detected based on an occupancy grid method. Finally, detected moving
objects are tracked based on the Bayesian Filter. Experimental results show the performance of the proposed method.
Key words: moving-object tracking, laser scanner, two-wheeled vehicle, distortion correction, map subtraction
キーワード：移動物体追跡，レーザスキャナ，二輪車，歪補正，地図差分

二輪車搭載レーザスキャナによる環境地図情報に基づく移動物体追跡
松 井 耀 平， 橋 本 雅 文， 高 橋 和 彦
１．緒

動物体追跡の研究は少ない[5][6][7]．本研究では四輪

論

車に比べて姿勢変化が大きい二輪車に搭載したレー
移 動 ロ ボ ッ ト や ITS(Intelligent transportation

ザスキャナにより移動物体を追跡することを目的と

system)の分野において，ロボットやビークルなどの

する．

衝突予防安全や自動走行のため，車載カメラやレー

移動物体追跡における移動物体検出には，世界座

ザスキャナ，ミリ波レーダにより周辺環境を認識し

標系で記述した格子地図による占有グリッド法[8]

て，歩行者や自動車，二輪車などの移動物体を検出

が一般的には使われる．精度良い移動物体検出を行

した上でそれらを追跡（位置や速度，大きさなどを

うには，センサ座標系で得られるレーザスキャンデ

推定）する移動物体追跡システムは重要な技術のひ

ータを自己姿勢（位置と姿勢角）情報を用いて格子

とつであり研究開発が盛んに行われている[1][2]．筆

地図に正確にマッピングする必要がある．レーザス

者らも車載レーザスキャナにより移動物体を追跡す

キャナはレーザ光をスキャンしてスキャンデータを

る方法を提案してきた[3][4]．

得るため，二輪車が高速で移動する場合や大きな姿

これまで提案されている移動物体追跡法の多くは，
平坦路面を走行する四輪自動車や移動ロボットに搭

勢変化を起こしている場合， 1 スキャン内全てのス
キャンデータは同一時刻で得られない．そのため，

載したセンサにより周辺環境に存在する移動物体を

取得したスキャンデータを世界座標系にマッピング

追跡するもので，二輪車に搭載したセンサによる移
*
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Telephone/Fax: +81-774-65-6410, E-mail: mhashimo@mail.doshisha.ac.jp
***
Department of Information Systems Design, Doshisha University, Kyoto
Telephone/Fax: +81-774-65-6434, E-mail: katakaha@mail.doshisha.ac.jp
**

312

する際，同時刻の二輪車の自己姿勢情報をもとに 1
スキャン内全てのスキャンデータの座標変換を行う
とスキャンデータに歪が発生する[9]．また，レーザ

Laser scanner

スキャナを二輪車に搭載した場合は，レーザスキャ

GNSS/INS unit

ナの姿勢が大きく変動するため，自己姿勢に誤差が
生じ，スキャンデータの格子地図へのマッピングに
誤差が生じる．その結果，移動物体の誤検出や未検
出が増加する．
そこで，この問題を解決するため，本稿ではスキ
ャン周期よりも短い周期，すなわちレーザスキャン

Fig. 1 Experimental bicycle

データが得られる毎の二輪車の自己姿勢を推定する
ことでスキャンデータの歪を補正する．また，事前

点の観測データを得る．また，GNSS/INS 複合装置

に取得した 3 次元点群環境地図と時々刻々得られる

の周期は 100[ms]である．

レーザスキャンデータとの差分を取った上で，差分

本稿では，レーザ光の水平方向の 1 回転（360[deg]

スキャンデータのみを格子地図にマッピングして移

観測）を 1 スキャンと称し，スキャンにより得られ

動物体を検出して追跡する．そして，基礎実験によ

るデータをレーザスキャンデータと称する．レーザ

り提案手法の有効性を示す．本稿の構成を以下に示

スキャンデータはレーザスキャナに固定したセンサ

す．2 章では実験システムの構成を述べ，3 章ではス

座標系

キャンデータの歪補正法と環境地図差分に基づく差

複合装置の初期位置を原点とする世界座標系

分スキャンデータの抽出法を述べる．4 章では移動

変換して用いる．

s

で取得されるが，二輪車搭載の GNSS/INS
W

に

物体検出，追跡法を述べる．5 章では実験により提
3．差分レーザスキャナデータの抽出

案手法の特性を調べ，6 章では本稿で得られた主な

3・1 歪補正と路面観測点除去

結論を述べる．

レーザスキャンデータを世界座標系

2．実験システムの構成

ングするには，

W

にマッピ

における二輪車の自己姿勢が必

W

図 1 に二輪車（ヤマハ社製 PAS-GEAR-U）の外観

要になる．GNSS/INS 複合装置の観測周期はレーザ

を示す．本稿では研究の第 1 ステップとして，二輪

スキャナが 1 回転する 100[ms]であり，レーザスキ

車としては自転車を用いる．二輪車後方には地上よ

ャナの 1 回転内において 0.55[ms] 毎にレーザ観測点

り 2.1[m]の所に 32 層レーザスキャナ（Velodyne 社製

群が 180 回得られる．
そこで，100[ms]毎に GNSS/INS

HDL-32E）を，また，後方下部には GNSS/INS (global

複合装置から得られる自己姿勢情報を用いて線形補

navigation satellite systems/inertial navigation system)複

間（内挿法）によりレーザ観測点群が得られる

合装置（Novatel 社製 PwrPak7- E1）を搭載している．

0.55[ms] 毎の二輪車自己姿勢値を推定する．そして，

レーザスキャナの最大観測可能距離は 70[m]，水平

その自己姿勢推定値を用いてスキャンデータ中の i

視野角は 360[deg]で水平分解能は約 0.16[deg]，垂直

番目(i = 1, 2, …n)の観測点に関して，
T

視野角は 41.34[deg]で垂直分解能は 1.33[deg]である．

pi ( xi , yi , zi ) を

レーザスキャナからは 0.55[ms]毎（水平角 2[deg]毎）

次式で変換する．

に時刻情報とともに 384 点の観測データ（センサ座

pi '

標系における物体の三次元位置座標値と反射強度

1

(X )

W

pi

s

での座標値

T
での座標値 pi ' ( xi ' , yi ' , zi ' ) に

(1)

1

値）が得られる．従って，レーザ光の水平方向の 1
ただし， X

回転（360[deg]観測）の周期 100[ms] で，約 70,000
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( x, y, z, , , )T で あ る ． (x, y, z)T ，

Fig. 2 Extraction of laser-scan data related to objects.
Red and blue points indicate the scan data related to the
road surface and object, respectively.

( , , )T はそれぞれ，

W

における二輪車の 3 次元

位置．姿勢角（ロール・ピッチ・ヨー角）で，T(X)
Fig. 3 Laser-scan data (red points) extracted using
map-subtraction method

は X に関する同時変換行列である．
次に，立体物である移動物体を検出する際，路面
観測点は不要なことから路面観測点を除去する．い

環境地図と新規スキャンの立体物観測点を共にボク

ま，図 2 に示すように，レーザスキャナの水平分解

セルグリッドフィルタ[10]によりダウンサイジング

能(約 0.16[deg])ごとに得られる最大 32 個の観測点に
対して，仰俯角が小さいものから順に ,

した後，立体物観測点を 3 次元格子地図（ボクセル

・・・

地図）にマッピングする． なお，ボクセルグリッド

とする．二輪車に近接する観測点 を路面観測点と
仮定する．次に，点

を結ぶ直線に関して

W

フィルタに用いたボクセルサイズは 1 辺が 0.2[m]の

の

立方体，ボクセル地図に用いたボクセルサイズは 1

xy 平面とのなす角を求める．その角度が 15[deg]以下

辺が 0.5[m]の立方体である．

の場合は を路面観測点とする．この処理を他の観

次に，NDT スキャンマッチング[11]により，環境

のように xy 平面と

地図と新規スキャンを重ね合わせて二輪車の自己姿

の角度が 15[deg]以上の観測点は立体物観測点とす

勢を求める．すなわち，環境地図に含まれる各ボク

測点にも順に行ない，

る．以上の処理を全てのレーザ観測点群に対して行

セルの構成点群に対して正規分布変換を行い，各ボ

い，立体物観測点のみを以降の処理に用いる．

クセルの点群座標値の平均値 qi，共分散 Ω i を算出し，
それらを用いて各ボクセル内での現時刻 t (t = 0, 1, 2,

3・2 差分スキャンデータ抽出

…)での新規スキャン P ' ( t ) { p1 ' ( t ), p 2 ' ( t ),

図3のように，
事前に取得した静止立体物観測点で

尤度関数

構成される3次元点群環境地図と二輪車の走行中に
得られるレーザスキャンデータ（新規スキャン）と

を以下の式で計算する．
n

exp

の差分をとり，新規スキャンには存在するが環境地

, p n ' ( t )} の

i 1

1
( pi ' (t ) qi )T Ωi 1 ( pi ' (t ) qi )
2

(2)

図には存在しないレーザ観測点群（差分スキャンデ
そして，尤度関数

ータ）のみを抽出する．

を最大とする二輪車の自己姿

環境地図と新規スキャンには多数のレーザ観測点が

勢 X を求め，その X を用いて式(1)により

含まれているため，差分スキャンデータ抽出には多

る新規スキャンの座標値を求める．その新規スキャ

量の時間を要する．そこで，
計算量を削減するため，

ンと環境地図をボクセル単位で比較する（環境地図
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W

におけ

差分）ことにより，
差分スキャンデータを抽出する．
なお，NDT スキャンマッチングの初期姿勢値は
GNSS/INS 複合装置で得られる自己姿勢情報を用い
る．
本研究では NDT スキャンマッチングの計算のた
め，点群処理ライブラリのひとつである PCL(Point
cloud library)[12]を用いている．

Fig. 4 Cuboid around the tracked object (car)

4．移動物体検出・追跡
前章の環境地図差分法により抽出した差分スキャ
ンデータをエレベーションマップにマッピングする．
観測点が存在するセルを占有セルと称する．移動物
体に関するレーザ観測点であれば同一のセルを占有
する時間は短く，静止物体に関するレーザ観測点で
あれば同一セルを占有する時間は長い．そこで，セ
Fig. 5 Estimated vehicle size. Red squares and green
arrow indicate moving cells and vehicle heading direction,
respectively. Blue rectangle and circle indicate estimated
size and centroid.

ル占有時間に基づく占有グリッド法[4]を用いて，移
動物体に関するレーザ観測点が占有するセル（移動
セル），
静止物体に関するレーザ観測点が占有するセ
ル（静止セル）を検出する．ここで，移動セル，静

ただし， はゲインである．

止セルを判別するための占有時間の閾値は 0.8[s]，

他方，移動物体の位置・速度は，式(3)で求めた幅

エレベーションマップのセルサイズは 1 辺 0.3[m]の

W，長さ H の長方形の重心位置を観測値として，カ

正方形としている．

ルマンフィルタにより推定する[13]．なお，移動物

次に，ひとつの物体に対するレーザ観測値は複数

体の運動モデルとしては一定速度モデルを用いてい

のセルを占有することから，隣接する占有セルをグ

る．

ループ化し，各グループ内の移動セルの割合が 50%

複数の移動物体が存在する実環境では複数の移動

以上のものを移動セル群（移動グループ），50%以

グループが存在する．このような状況において移動

下のものを静止セル群（静止グループ）とする．な

物体を正確に追跡するには，複数の追跡物体と複数

お，各グループを構成する複数セルが有する高さ情

の移動グループをうまく対応づけるデータアソシエ

報の最大値をそのグループの高さとする．

ーションが必要である[4]．また，実環境ではセンサ

続いて，移動物体の追跡（大きさと位置，速度の

視野内に新しい物体が現れたり，追跡物体が視野か

推定）を行う．本研究では，追跡物体の形状を図 4

ら出たり，オクルージョンなど様々な状況が発生す

に示す幅 W，
長さ L，
高さ H を持つ直方体で表現し，
高さ H は移動グループの高さ情報をそのまま用いる．

る．さらに，データアソシエーションにより対応づ
けられない追跡物体も存在する．このような状況に

図 5 に示すように，移動グループを構成するセルの

おいても，安定した追跡を行うために様々な状況を

座標値より算出した移動物体の幅 Wmeas，長さ Lmeas

想定したルールベースの追跡管理[4]を行う．

を観測値として，移動物体の幅 W，長さ H を次式で
推定する[13]．

5．基礎実験
図 6 に示す大学キャンパス内の道路において，二

(3)

輪車を走行させ 6 人の歩行者と 1 台の自動車を追跡
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(a) Estimated track of car and pedestrians
Fig. 6 Photo of experimental environment (bird-eye
view). Red line indicates moved path of the bicycle.
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Fig. 7 Attitude angles of bicycle. Black and red lines
indicate the roll and pitch angles, respectively.

する．実験時間は 63[s](630[scan])で，二輪車の走行
距離は約 300[m]，最大速度は約 20[km/h]である．参
考までに走行中の自転車のロール角とピッチ角角を
(c) Estimated track and size of pedestrians in area #2

図 7 に示す．
図 8(a)に移動物体（歩行者と自動車）の位置推定

Fig.8 Tracking result of cars and pedestrians (top
view)

軌跡を，(b)，(c)に領域 1，2 の位置・大きさ推定結
果を示す．なお，図 8(a) では図を見やすくするため，

Table 1 The number of correct and incorrect tracking

移動物体の大きさ推定結果は描画していない．また，
図 8(b)，(c)では環境地図差分により抽出した立体物

Case 1
Case 2
Case 3
Case 4

観測点ではなく，全ての立体物観測点を描画してい
る．なお，図 8(b)，(c)では大きさ推定値（青色の直

Correct
tracking
35
26
35
26

Untracking

False tracking

0
9 (pedestrians)
0
9 (pedestrians)

1
1
6
10

方体）は 1[s]毎の結果を，位置推定値（青色の点）
は 0.1[s]毎の結果を示している．

・条件 1：提案手法（スキャンデータ歪補正あり．

図 8 から環境内の移動物体が追跡できていること

環境地図差分法あり）

がわかる．図 8(c)の歩行者 2, 3 の大きさ推定値が歩

・条件 2：スキャンデータ歪補正なし．環境地図

行者 4 に比べて大きいのは，歩行者が 2 人並んで歩

差分法あり．

いているためである．

・条件 3：スキャンデータ歪補正あり．環境地図

次に，図 6 と同様な環境を二輪車が走行中に移動

差分法なし．

物体（35 人の歩行者と 1 台の自動車）を正しく追跡

・条件 4：スキャンデータ歪補正なし．環境地図

できた数，誤追跡数，未追跡数を以下の 4 つの条件

差分法なし．

で調べる．なお，誤追跡とは静止物体を誤って追跡

結果を表 1 に示す．歪補正と環境地図差分法の両

することを，未追跡とは移動物体を追跡できないこ

者を用いる条件 1 では未追跡は無く，また誤追跡は

とを意味する．

最小となっている．以上の結果から，歪補正と環境
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Smart measurement and control systems
based on computational intelligence
– fNIRS–based Brain–Computer Interface Using Deep Neural Networks for
Classifying the Mental State of Drivers –
Gauvain Huve* , Kazuhiko Takahashi** and Masafumi Hashimoto***
(Received 31 March, 2019)
Accidents on the road mostly occur because of human error. Understanding and predicting the manner in which
the brain functions when driving can help in reduce fatalities. Particularly, it is important to ensure that the driver is
ready to retake the control of the vehicle at all times in the event of a system failure. This study attempts to create a
brain–computer interface (BCI) using signals obtained through functional near–infrared spectroscopy (fNIRS) to evaluate
the impact of diﬀerent external conditions on the driver’s mental state. A deep neural network (DNN) is employed for its
ability of pattern recognition in the processing of fNIRS signals and is compared to other common classification methods.
The results of the study demonstrated the eﬀectiveness of DNN for this task.

Key words ： Deep neural network, fNIRS, Mental task, Drive simulator.

1

of roads. In light of the recent advancements in auto-

Introduction

mated cars, this study also examines the diﬀerences
According to a recent study by the NHTSA, 94%
of crashes are caused by human error

1)

in brain activity of the driver when driving manually

. A way of

compared with when the vehicle is on auto–pilot. For

decreasing the number of accidents when a human is

processing the fNIRS signals, this study uses a deep

driving would be to develop brain–computer interfaces

neural network (DNN)

2, 3, 4)

(BCIs)

that can analyse the brain activity of the

5, 6)

, and compares its accu-

racy to several other common methods.

driver and help them in maintaining consistent attention.

2

Data capture

In this study, an fNIRS–based BCI is used to meaThe objective is to classify brain activity of the

sure activity in the prefrontal cortex of the brain while
using a drive simulator. Several experiments of spe-

driver under various external conditions:

cific external conditions are conducted. This study

(clear versus rainy), type of roads (city versus high-

then attempts to determine which of those experiments

way), and type of driving (manual versus auto–pilot).

generated any given brain activity signal. The chosen

To record brain activity during driving, a full–fledged

conditions include the weather conditions and the type

Forum–8 drive simulator

7)

weather

and the wearable fNIRS–

based system (WOT–220, Hitachi, Ltd.)

8)

were used

* Graduate School of Doshisha University
** Information Systems Design, Faculty of Science and Engineering, Doshisha University, Kyoto
Telephone : +81-774-65-6434, E-mail : katakaha@mail.doshisha.ac.jp
*** Intelligent Information Engineering and Science, Faculty of Science and Engineering, Doshisha University, Kyoto
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Fig. 1. Overview of the drive simulator.
as shown in Fig. 1. The protocol consisted of driving
the whole scenario under chosen external conditions.
The duration of the drive was between 200 s to 230 s
depending on the driving speed. The signals were then
truncated at the 180 s mark to ensure that all signals
Fig. 2. Overview of the classification process.

were of the same length.

3

Classification process
such as time series and correlation coeﬃcients, are cre-

An overview of classification process is depicted in

ated from the pre–processed signals and are classified

Fig. 2.

separately.

The signals recorded for both the concentration of
oxyHb and deoxyHb for each channel are then pre–
processed to remove noise from biological sources (such

This study attempts at evaluating the performance

as heartbeat) and noise from equipment, which are not

of DNNs compared with other common classifiers. A

representative of brain activity of the patient while

recurrent neural network (RNN) was considered as one

driving. In this study, Two diﬀerent types of pre–

of the alternative classifiers. After optimisation, the

processing are used: filters

9, 10)

and Wavelet recon-

structure chosen for the DNN consists of 880 inputs,

. Pre–processing is then followed by a

two layers of 300 neurons with a rectified linear unit

calculation of the variations using the least–square

activation function and a dropout probability of 50%

method.

The signals obtained after the first pre–

and two output neurons. The structure used for the

processing steps and their variations are then stan-

RNN includes 88 inputs, two layers of 70 long short–

dardised and used for classification, resulting in four

term memory units with a dropout probability of 50%

signals for each channel in each experiment (concen-

and two output neurons. These neural networks will

tration of oxyHb, concentration of deoxyHb and their

also be compared with the nearest neighbour algorithm

variations).

(NNA), a simple feed–forward network (FFNN), a lin-

struction

11)

The signals obtained after pre–processing are then

ear support vector machine (LSVM), a non–linear sup-

cut into segments of 2 s and labelled by the type of

port vector machine (NLSVM) with a radial basis func-

driving at the corresponding time.

tion kernel, and a random algorithm

Various inputs,
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12)

.

ious conditions. In experiments of weather condition,

Table 1. Average accuracy for various classifiers [%].

it was hard to distinguish between driving under clear

Weather

Road type

Driving type

weather versus driving under rainy weather. For both

DNN

47.1 ± 6.0

63.8 ± 5.8

62.3 ± 2.9

the DNN and the RNN, the average accuracy was 63%

RNN

44.4 ± 5.7

63.4 ± 5.8

62.0 ± 3.4

in experiments of road type, while the accuracy reaches

FFNN

50.0 ± 1.3

60.2 ± 5.7

55.6 ± 2.0

62% in experiments of driving type. In any case, both

NNA

47.8 ± 4.7

60.4 ± 5.2

62.0 ± 3.3

the DNN and the RNN provide similar results. When

LSVM

48.7 ± 2.0

48.1 ± 2.9

57.0 ± 2.5

compared with other common classification methods,

NLSVM

49.2 ± 3.5

58.1 ± 5.2

65.6 ± 2.8

the neural networks are outperformed when it comes

Random

54.4

53.8

56.4

to classifying type of driving. Nevertheless, their average accuracy for the road type classification is among
the highest for all tested classifiers.

4

Experimental results
This study was partially supported by the MEXT-

The results of preliminary experiments using the

Supported Program for the Strategic Research Foun-

DNN confirmed that the pre–processing using filters

dation at Private Universities, 2014–2018, Ministry of

and time series features were better suited for the clas-

Education, Culture, Sports, Science and Technology,

sification.

Japan.

The recognition rate of the DNN and the RNN
are compared with that of FFNN, NNA, LSVM, and
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Driving operation based on the force and motion monitoring.
－Manipulability of the index fingertip when operating the dial-style-interface at
pinch of the thumb and the index finger.－
Ryuichi YOKOGAWA*, Toru TSUMUGIWA*

(Received April 6, 2019)

Summary

The purpose of the presented study is to investigate relations between diameters of the dial in the dial style interface

and kinematical characteristics of the index fingertip. The 3-D motion measurement and simulations based on the musculoskeletal
model of the index finger were used in this investigation. In the manipulability, the subjects were seven males who were healthy
(23.3±0.95 years old) (Mean±S.D.), and in the measurement of compliance at the index fingertip, they were five males who were
healthy (22.2±0.75 years old) (Mean±S.D.). The posture of the manipulability polygon and the manipulability measure were used to
investigate the kinematical characteristics of the index finger. The kinematic analysis indicated that it is possible to determine the
diameter in which subjects can operate the dial easily. The dial style interface device has been designed on the basis of the designer's
sense. The results of this study indicate that it is possible to design the dial style interface device quantitatively by the 3-D motion
measurement and the kinematic analysis with the musculoskeletal-model of the finger. Moreover, they enable us to improve the motion
control of the walking support robots developed in this project or the automatic driving of a car.
Key words：Dial-style-interface, Manipulability, Compliance, Index finger, Tip-pinch, Musculoskeletal model,
キーワード：ダイヤル式インターフェース，可操作性，コンプライアンス，示指，ダイヤル姿勢，筋骨格系モデル

生体・力覚情報に基づく運転操作
－示指と親指の pinch 姿勢で操作する
ダイヤル型インターフェースの示指の指先操作性－

横川

隆一＊，積際 徹＊

1. はじめに

中，車内の装備を操作するために，音声入力やタッ

自動車の完全な自動運転は難しく，危険時の自動

チパネルによるインターフェースが考えられるが，

ブレーキに関して誤動作による事故が報告されて

それらのインターフェースでは，運転者の意図を確

いる．自動運転を補完するために，運転者の操作に

実に入力することが難しく，運転操作にも支障をき

よるコントロールが必要であるが，ハンドルに代わ

たす可能性が高い．手・指によって確実に操作でき

る操作入力装置が必要となる．また，自動車を運転

る機械式のインターフェースが求められる．現在，

*Faculty of Life and Medical Sciences, Doshisha University Kyoto
Telephone: +81-774-65-6474, FAX:+81-774-65-6019,e-mail:ryokogaw@mail.doshisha.ac.jp
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用いられているインターフェースには指で把持し

アームレストに前腕を置いた状態でダイヤルを操

て回転させるダイヤル式インターフェースが主流

作した．アームレストは被験者がダイヤルを回転操

である．しかし，ダイヤル部分の形状やインターフ

作する際に水平面での動作になるよう高さを設定

ェースの配置については，設計者の経験と勘に頼っ

した．ダイヤルは 15 deg.ごとにクリック感がある

ているのが現状である．昨年度の研究では，ダイヤ

ダイヤルを用いて 1 クリック分の操作を右回り，左

ル操作時の示指の動作方向を光学式の 3 次元運動計

回りに 3 秒間で行った．本実験では指先での操作を

測装置によって計測した．しかし，ダイヤル操作時

計測するため，被験者には手首を動かさず指先で操

の指の動作は微小であり，指先の動作方向を正確に

作を行うよう指示した．ダイヤル操作では，示指の

計測するのは難しかった．そこで，本研究では，ダ

屈曲・伸展動作に限定した．示指および親指の操作

イヤルに装着した小型の 6 軸力センサにより指先力

力特性はダイヤルの径によって変化するため，把持

の大きさと方向を計測し，その方向をダイヤル回転

あるいは操作しやすいとされているダイヤル径 40，

時の操作方向として求め，ダイヤル式回転インター

50，60 mm を含む，径 30，40，50，60 mm のダイヤ

フェース操作時の示指の運動学特性を調べた．ダイ

ルを用いた（図 1）．

ヤル径の違いによって，示指によるインターフェー
スの操作性がどのように変化するのかを示指のリ

2.1.2 解析方法

ンクモデルと筋腱駆動系リンクモデルを基に運動

2.1.1 の計測結果を示指のリンクモデルあるいは

学的評価指標を用いて調べた． さらに，ダイヤル回

筋腱駆動系リンクモデルに基づいた運動評価指標

転操作時の pinch 姿勢における示指の指先コンプラ

に適用することで，入力インターフェースのダイヤ

イアンスについても計測した．

ル回転操作時の示指の指先操作性を調べた．なお，

本研究の成果は，これまで被験者の感覚のみによ

本解析手法は，本研究の昨年度の研究成果を適用し

って設計されてきたダイヤル式の操作機器を人の

たものである．

示指の筋骨格系リンクモデルによる運動解析を基
に定量的に設計できる可能性を示したことにある．

2.1.3 示指のリンクモデル

工学機器の開発のみならず，リハビリテーションを

人の示指の運動制御系は，図 2 ように示される．

はじめとする医療においても十分に応用が期待で

人の示指の関節は指骨の凹凸面を靭帯で固定され

きる．

た構造を持つが，屈曲・伸展運動に限定すると 3 つ
のリンク𝐿𝑖 （i =1：末節骨，2：中節骨，そして 3：
基節骨）が回転関節軸をもつヒンジ関節

２．方法
2.1

ダイヤル回転操作時の示指の操作性解析

𝒒=[𝑞1

𝑞2

𝑞3 ]𝑇 (𝑞1 :手指節(MP）関節，𝑞2 :近位指節

間（PIP）関節，𝑞3 :遠位指節間（DIP）関節)で繋が

2.1.1 計測方法

れたリンク機構としてモデル化できる

被験者は，本実験装置に慣れた右利きの成人男性

1)

． そのリ

7 名（23.3±0.95 歳）
（平均値±標準偏差）
（被験者

ンクモデルより指先操作速度𝒑̇𝑻𝑰𝑷 は次のように記

1 から 7）で行った．本実験は，
「人を対象とする研

述できる．

究」に関する同志社大学人研究倫理委員会の承認を

𝒑̇𝑻𝑰𝑷 = 𝑱 (𝒒)𝒒̇ ,… (1)
ここで，指先の位置ベクトル𝑷𝑇𝐼𝑃 は，次のように表
される．

得て実施された．インターフェースは回転軸が垂直
方向に固定された．6 軸力覚センサ（Leptrino 製：

𝑷𝑇𝐼𝑃

FFS055F200M0R5 ） と 3 次 元 位 置 計 測 器 VENUS3D

𝐿1 sin(𝑞𝑀𝑃 ) + 𝐿2 sin(𝑞𝑃𝐼𝑃 + 𝑞𝑀𝑃 ) + 𝐿3 sin(𝑞𝐷𝐼𝑃 + 𝑞𝑃𝐼𝑃 + 𝑞𝑀𝑃 )
𝐿1 cos(𝑞𝑀𝑃 ) + 𝐿2 cos(𝑞𝑃𝐼𝑃 + 𝑞𝑀𝑃 ) + 𝐿3 cos(𝑞𝐷𝐼𝑃 + 𝑞𝑃𝐼𝑃 + 𝑞𝑀𝑃 )]

（Nobby Tech．Ltd．製）を用いて，示指および親指

=[

の指先力，指姿勢，ダイヤルの回転角度を計測（サ

したがって，次式が得られる．

ンプリング周波数 200 Hz）した（図 1）．被験者は
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𝜕𝑋𝑇𝐼𝑃

𝜕𝑋𝑇𝐼𝑃
𝜕𝑞𝑃𝐼𝑃
𝜕𝑍𝑇𝐼𝑃
𝜕𝑞𝑃𝐼𝑃

⎡ 𝜕𝑞
𝑱 (𝒒) = ⎢𝜕𝑍𝑀𝑃
⎢ 𝑇𝐼𝑃
⎣ 𝜕𝑞𝑀𝑃

𝜕𝑋𝑇𝐼𝑃
𝜕𝑞𝐷𝐼𝑃 ⎤
⎥
𝜕𝑍𝑇𝐼𝑃 ⎥
𝜕𝑞𝐷𝐼𝑃 ⎦

𝑔

.

𝑟 ，𝑔

𝑟

𝑟

.

モーメントアームは，ボー・ストリングによって表

なお，本研究のモデルでは，３つのリンク長は，𝐿2

される Chao らのモデル 1)を用いた．式(2)より，次

の長さで正規化された 1)．

式が得られる．
+

𝒒̇ = (𝑮𝑻 ) 𝒆̇ ,… (3)
ここで，(#)+ は(#)のムーアペンローズの逆行列を示

2.1.4 示指の筋腱駆動系リンクモデル
屈曲・伸展運動に限定すると Chao らの筋腱駆動

す．さらに，関節の角速度𝒒̇は，指の指骨から構成さ

2)

，ED（指
系モデル では，6 つの筋（FDP（深指屈筋）

れるリンク機構を通して，指先操作速度𝒑̇𝑻𝑰𝑷 に変換

伸筋）
，FDS（浅指屈筋）
，INTD（背側骨間筋）
，INTP

される．

（掌側骨間筋），および Lum（虫様筋））により構成
2.1.5 示指リンク機構および示指筋腱駆動系リン
ク機構の指先可操作性

される．複雑に分岐・結合する腱の経路を通して，
筋
[𝑒1̇

の
𝑒2̇

収

縮

𝑒3̇

𝑒4̇

速

度

ベ

ク

ト

ル

𝒆̇ =

式(1)より，指先操作速度は，次式で示される集合

T

𝑒6̇ ] が回転関節軸に関するモ

𝑒5̇

として表される．

ーメントアーム行列𝑮𝑻 により，関節角速度ベクト
ル𝒒̇ = [𝑞1̇

𝑞2̇

𝑞3̇ ]T に変換される．

𝑺𝟏 : = {𝒑̇𝑻𝑰𝑷 = 𝑱 (𝒒)𝒒̇ | 0 ≤ 𝑞𝑖̇ ≤ 1, 𝑖 = 1,2,3} .…

𝑻

𝒆̇ = 𝑮 𝒒̇ ,… (2)

(4）

ここで，𝑒𝑖 において，i =1 は FDP，i =2 は ED，i =

この集合𝑺𝟏 は指先における可操作性多角形として

3 は FDS，I =4 は INTD，i =5 は INTP，そして i =6

表される．その多角形の形状と姿勢は示指のリンク

は Lum を表す．𝑞𝑗̇ において，j =1 は MP 関節，j =2

モデルの運動学の特性を示す指標となる．

は PIP 関節，j =3 は DIP 関節を表す． 𝑮𝑻 は各関節

式(1)と(3)より，示指筋腱駆動系リンク機構の指

でのモーメントアームを表す行列であり，𝑮の転置

先操作速度𝒑̇𝑻𝑰𝑷 は筋の収縮速度ベクトル𝒆̇によって

行列を表す．Chao らのモデル 1)では次のように記述

次のように表される．

される．

+

𝑔
𝑔
𝑔

𝑔
𝑔
𝑔

𝑮

𝑔
𝑔
𝑔

𝑔
𝑔
𝑔

𝑔
𝑔
𝑔

𝑔
𝑔
𝑔

𝒑̇𝑻𝑰𝑷 = 𝑱 (𝒒)(𝑮𝑻 ) 𝒆̇ . …

(5)

筋は収縮のみで伸展方向には動作しないので，筋の

,

収縮速度を次式のように正規化し，式（5）への入力
とすると，指先操作速度は，次式で示される集合と

ここで，m =1 は MP 関節，m =2 は PIP 関節，m =3 は

して表される．

DIP 関節，n =1 は FDP， n =2 は ED， n =3 は FDS，

𝑺𝟐 : = {𝒑̇𝑻𝑰𝑷 = 𝑱 (𝒒)(𝑮𝑻 )̇ + 𝒆̇ | 0 ≤ 𝑒𝑖 ≤ 1, 𝑖 =

n =4 は INTD， n =5 は INTP， n =6 は Lum を示す
とき，𝑮の要素は，モーメントアーム𝑟 によって次

1,2, ⋯ ,6} .

のように表される．
𝑔

𝑟 ， 𝑔

𝑔

𝑟 ，𝑔

𝑟 ， 𝑔
𝑟

𝑟 ， 𝑔

𝑟 ，𝑔

… (6）

この集合𝑺𝟐 は，指先における可操作性多角形とし

𝑟 ，

て表される．その多角形の形状と姿勢は示指の筋腱

𝑟 ，

駆動系リンクモデルの運動学の特性を示す指標と
なる．被験者ごとに，計測データから式（4），(6)で

𝑔

𝑟

𝑟

𝑟

𝑔

𝑟

𝑟

，𝑔

𝑟 ，𝑔

，𝑔
𝑟

𝑟

𝑟 ，
𝑟

得られる可操作性多角形を求めた．ダイヤルの直径

D の 4 つの条件（D = 30，40，50，そして 60mm）に

，

おいて，可操作性多角形の姿勢角度が得られた．多
𝑔

𝑟 ， 𝑔

𝑟 ，𝑔

0，𝑔

0，

角形の姿勢角度は，指先から多角形の頂点へ引いた
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直線の中で指先から頂点までの距離が最大となる

に与えた．校正実験には各条件において計 3 回の計

直線とダイヤルの接線方向との角度とした．

測を行った．サンプリング周波数は 100 Hz とした．
強制変位によるバネの変位量と強制変位前後にお

2.1.6 解析方法

けるトルク値の差を算出し，式(7)を用いてバネ定

計測によって得られたダイヤル回転操作時の指

数𝐾𝑒 を求めた．こうして，理論値と使用したバネの

先力よりダイヤル径 30，40，50，および 60 mm それ

バネ定数との校正曲線が得られた．決定係数は強制

ぞれの最大指先力を求め，それらに違いがあるのか

変位が回転方向（右回り）において 0.991 であり，

を有意水準 5%とした Tukey 検定を用いて調べた．

逆転方向（左回り）において 0.994 であった．これ
らの結果より，ダイヤル回転操作時において強制変

2.2 ダイヤル回転操作時示指・親指の指先コンプラ

位を与えたとき，指先のコンプライアンス値を 6 軸

イアンス計測

力覚センサおよび OPTOTRAK を用いることで求めら

2.2.1 計測方法

れた．

被験者は，本実験装置に慣れた右利きの成人男性

径 50 mm のコマンダを把持し，次の 4 条件での

5 名（22.2±0.75 歳）
（平均値±標準偏差）
（被験者

回転操作を実施し，示指の指先コンプライアンスの

1 から 5）であった．本実験は，
「人を対象とする研

計測を行った．ダイヤル回転角度-15 deg. から 15

究」に関する同志社大学人研究倫理委員会の承認を

deg. において各 5 deg.ごとに回転操作方向（右回

得て実施された．

り）および逆転方向（左回り）に強制変位を与えた．

ダイヤル回転操作における指先運動はダイヤル

次の条件ごとに計 3 回の計測を行った．

半径 𝑟[m]の一次元の回転運動となる．ダイヤルに

条件 1：被験者がダイヤルを 20 deg.右回りに操作

強制的に変位を与えるとき，強制変位中の指先イン

を行った後，左回りに操作を行った．このとき，右

ピーダンスと平衡点は一定であると仮定とすると

回りに強制変位が与えられた．

強制変位によって生じる回転角度の変分𝑑𝜃(𝑡)，トル

条件 2：被験者が 20 deg.右回りに操作を行った後，

クの変分𝑑𝑇 (𝑡)を用いて，次式が得られる．
𝑑𝑇 (𝑡) = 𝑟2 𝑑𝜃(𝑡)𝐾𝑒 ,… (7)

左回りに操作を行った．このとき，左回りに強制変

ここで，𝐾𝑒 は指先の剛性値であり，指先コンプライ

条件 3：被験者は-20 deg.左回りに操作を行った後，

アンスはその逆数として求められる．

右回りに操作を行った．このとき，右回りに強制変

位が与えられた．

径 50 mm のダイヤルインターフェースを汎用ロボ

位が与えられた．

ットアーム（三菱重工製 シリアル No.PA–10–7C4–

条件 4：被験者は-20 deg. 左回りに操作を行った

0111 ） に 取 り 付 け た ．

後，右回りに操作を行った．このとき，左回りに強

3 次元位置計測機器

（ OPTOTRAK – Certus ： Northem Digital 社 製 ， 以

制変位が与えられた．

下”OPTOTRAK”）によって，ダイヤル回転角度，変
2.2.2 解析方法

位を計測し，6 軸力覚センサから求めた回転軸まわ
りにおけるトルク値を基にコンプライアンス値を

ダイヤル回転角度によって，コンプライアンス値

算出した．

には差がないという帰無仮説，およびダイヤル回転

バネ定数の異なる 3 種類のバネ(0.60,0.43 ,0.20

角度に与えられる強制変位の方向によって，コンプ

N/mm )，および一定荷重を負荷するための錘を使用

ライアンス値には差がないという帰無仮説に対し

する構成実験を行った．このとき，変位の計測には

て検定を行った．検定には Kruskal–Wallis 法の多

OPTOTRAK を用いた．

重比較検定を用いた．

ダイヤル回転動作中，回転角度 0 deg. になると
回転方向に対して右回り，左回りの強制変位をバネ
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３．結果および考察

化が小さく，操作開始時の把持状態では指先力ベク

3.1 最大指先力とダイヤル操作性

トルと最大可操作性ベクトルの角度は異なるが，操

指先力は示指，親指ともに回転操作開始から増加

作中から終了時に向けて角度の差が小さくなる．こ

し最大指先力を発揮したのち減少した．このときの

れは，操作終了時に操作しやすい方向に指先力が向

径 30，40，50，60 mm のダイヤル回転操作の最大指

くことを意味している．また，径 30 mm のダイヤル

先力を，有意水準を 5%とした Tukey 検定を用いて

と比較して，昨年度の研究から操作しやすいとされ

比較した結果，径 40，50，60 mm のダイヤルと比較

る径 40，50，60 mm のダイヤル回転操作時に指先力

して径 30 mm のダイヤル回転操作時は有意に最大指

ベクトルと最大可操作性ベクトルの角度の差が小

先力が大きい傾向が示された．昨年度の研究結果で

さくなる傾向が示された．

は，ダイヤル径 30 mm と比較して径 40，50，60 mm
の方が回転操作の操作性が高いことが示されてい

3.3 ダイヤル回転操作における指先コンプライア

る．このことから，回転操作中の最大指先力が小さ

ンスの計測

いほど把持，操作性が高いことが示唆された．また，

被験者間で把持力およびダイヤル回転速度は，回

他の径と比較して径 30 mm のダイヤル回転操作にお

転操作方向，回転角度，そして強制変位の回転方向

ける指先力のばらつきは大きくなった．このことか

において，有意差は認められなかった．したがって，

ら指先力のばらつきが大きいほどダイヤルの回転

被験者 5 名はダイヤルを回転操作するとき，把持力，

操作の操作性が低くなることが示唆された．

回転速度が異なるとは言えないことが示された．
操作回転方向が同じであれば，強制的に変位を与

3.2 リンクモデルおよび筋腱駆動系リンクモデル

えた回転方向が右回り，および左回りの操作時の指

に基づくダイヤル操作における可操作性

先コンプライアンスには有意差が認められなかっ

図 3 に被験者 1 のダイヤル径 30 mm 右回り操作時

た．操作回転方向に対し，右回り，左回りのいずれ

の示指におけるリンクモデルあるいは筋腱駆動系

の回転動作においても指先の静力学特性には違い

リンクモデルから算出した可操作性多角形の時系

があるとは認められなかった．

列変化を示す．図 4 にリンクモデルあるいは筋腱駆

操作回転方向が右回り，左回りで異なるとき，強

動系モデルから算出した可操作性多角形の最大可

制的に変位を与えた回転方向が同じであっても示

操作性ベクトルとダイヤル回転操作方向（図 3 の下

指の指先コンプライアンスには有意差が認められ

向き黒矢印）および指先力ベクトルとダイヤル回転

た．ダイヤルの操作方向によって，指先の静力学特

操作方向とのなす角度の時系列変化を示す．筋腱駆

性に違いがあることが判った．

動系リンクモデルから算出した可操作性多角形は
リンクモデルから算出した可操作性多角形と同様

４．おわりに

の時系列変化を示す傾向が確認された．構造が複雑

ダイヤル式回転インターフェースのダイヤル操

な筋腱駆動系リンクモデルではなく簡易なリンク

作時の示指の運動学特性を調べた．

モデルを基にした可操作性から被験者ごとのダイ

(1)ダイヤル径によって回転操作中の最大指先力は

ヤル回転操作の操作性を調べることができること

変化し，操作しやすいとされる径は最大指先力が小

を意味している．図 5 に被験者 1 における径 30，

さいという傾向が示された．

40，50，60 mm のダイヤル回転操作時の最大可操作

(2)リンクモデルから算出した可操作性多角形の最

性ベクトルとダイヤル回転操作方向とのなす角度

大可操作性ベクトルは，ダイヤル径によって異なる

および指先力ベクトルとダイヤル回転操作方向と

時系列変化を示した．

のなす角度の時系列変化を示す．指先力ベクトルは

(3)リンクモデルと筋腱駆動系リンクモデルの可操

最大可操作性ベクトルと比較して角度の時系列変

作性多角形の比較において，時系列変化の傾向に違
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いは見られなかった．ダイヤル式回転インターフェ
ースの指先操作性を調べるとき，筋腱駆動系リンク
モデルよりも簡易なリンクモデルから算出した最
大可操作性ベクトルによって指先操作性の評価が
可能であることが示された．
(4)示指と親指による pinch 姿勢でのダイヤル回転
操作時の示指の指先コンプライアンスを計測し，ダ
イヤル回転操作における指先の静力学特性が操作
回転方向によって異なることが示された．
参考文献
1) An, K-N, CooneyⅢ,W.P. and Linscheid, R.L., Biomechanics
of the hand a basic research study,(World Scientific, Singapore,
1989), p.5-30.

図 1 ダイヤルの回転操作姿勢

2) Yoshikawa, T., Foundations of robotics: analysis and control,
(The MIT Press, Massachusetts, 1990), p.127-154.
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図 2 示指の筋骨格系における運動伝達
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図 3 被験者 1 の径 30 mm の右回り操作における示
指リンクモデルあるいは筋腱駆動系リンクモデルから
求めた指先可操作性多角形
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図 4 被験者 1 の径 30 mm の右回り操作における示
指リンクモデルあるいは筋腱駆動系リンクモデルから
求めた最大指先可操作性ベクトルの姿勢変化
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図 5 ダイヤルの右回り回転操作におけるリンクモデルあるいは筋・腱駆動リンクモデルの
最大可操作性ベクトルと示指の指先力ベクトルの姿勢変化
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Measurement and evaluation of brain function of car driver using
wearable NIRS
Hitoshi TSUNASHIMA* and Keita KAINOU*
(Received March 28, 2019)
Human errors of car drivers may cause accidents. Therefore, research on human error prevention has been conducted
by many researchers. In this context, brain activity measurement of car drivers using Near-infrared Spectroscopy (NIRS)
has been conducted to monitor the condition of car drivers. In this study, we developed a compact wireless wearable NIRS
that can be used in natural environments. The wearable NIRS has been used to measure car drivers brain function using
a driving simulator. This study examines eﬀects of full-automatic and manual driving on drivers brain function. Drivers
brain activity is measured using wearable NIRS. Recorded NIRS data were analysed and evaluatited the arousal level of
car driver in a NIRS phase plane. Experimental results showed that arousal level of car drivers can be detected in real
time using the developed NIRS.

Key words ： Near-infrared spectroscopy, autonomous driving, driver, brain activity, Mahalanobis distance.
キーワード ： 近赤外分光法, 自動運転, ドライバ, 脳機能，マハラノビス距離.

ウエアラブル NIRS を用いたドライバの脳機能計測と評価
綱島 均, 戒能啓太

1

はじめに

の自動運転であるが，今後はレベル 3 の自動運転技術が
確立されることが考えられる．その際に，ドライバが適

交通事故削減や渋滞緩和など交通に関する問題解決手

切に運転できる状態でない場合，誤った操作による事故

段として自動運転が注目されている．自動運転ついて，

が発生する可能性が考えられる．自動運転から手動運転

SAE によってレベルが 6 段階に定義されている 1)（図

に切り替わり，ドライバが運転を開始するまでの時間が

1）．この自動運転の定義によると，レベル 4，5 はドラ

長くなることから，自動運転から手動運転の切り替り場

イバの状態にかかわらず自動運転システムが車両操舵を

面での危険性が指摘されている 2,

行うと定義されているのに対し，レベル 2 までは環境監

3)

．そのため，ドライ

バが安全に運転できる状態かどうかをモニタリングする

視をドライバが行い，ドライバが全てあるいは一部の運

必要がある．

転タスクを担当する．レベル 3 では自動運転システム

ドライバをモニタリングするシステムについて，ドラ

が全ての運転タスクを実行するが，自動運転システムの

イバの操舵情報や生体情報に着目した方法がある．操舵

作動継続が困難な場合は，ドライバの対応が必要である

情報に着目した方法として，ステアリング操舵角から運

ことが示されている．

転し易さや覚醒度を推定する等，多様な研究が行われて

現在，自動運転技術で実現されているものはレベル 2
* Department of Mechanical Engineering, College of Industrial Technology, Nihon University, Chiba
Telephone : +81-47-474-2339, E-mail : tsunashima.hitoshi@nihon-u.ac.jp
329

に基づいて，脳表のヘモグロビンの濃度変化を算出する
ことができる．脳活動による局所的な脳内酸素消費は 5
そのため，脳活動が発生した領域では，典型的に oxy-

Hb の増加と deoxy-Hb の減少を示す 14) ．神経活動に伴
い活動神経近傍の領域では oxy-Hb が増加することが知
られており 15) ，oxy-Hb の変化量に注目することによ
り，脳の活動状態を知ることが可能である．NIRS にお
いては，oxy-Hb が脳の賦活を最も反映するパラメータ
であるとされている 16) ．本研究においても oxy-Hb の
変化量を主たる評価基準として脳活動の分析を行う．
また，NIRS には空間分解分光法 (SRS: Spatial re-

solved spectroscopy) という計測方法がある．SRS は受
光部を 2 つ設けて，光路長が異なる 2 つの条件を計測す

Fig. 1. SAE level for autonomous driving.

ることにより酸素飽和度を計測する方法である 17) ．本研
究で使用するウェアラブル NIRS（HB131-S）は SRS を

いる 4,

5)

用いているため酸素飽和度も計測することが可能になっ

．しかし，自動運転中においては，ドライバが

ている．酸素飽和度は，oxy-Hb との相関が高く，皮膚

関与する操舵情報は無くなるため，この方法ではドライ

血流の影響を受けにくい指標として有効であるが，oxy-

バの状態のモニタリングができない．一方，生体情報に

Hb と比較して感度がやや低く，現時点では主たる評価

ついて，心拍や呼吸，瞬目など様々な方法によって研究

指標として，脳活動評価に用いられている例が少ない

が行われており，ドライバのストレスや運転のし易さ，

18)

覚醒度などを計測した研究が行われている 6,

7, 8)

．ま

チファクトの有無を判別するための補助的な指標として

た，ドライバの脳の活動に着目することによって状態変
化を推定する研究が行われており 9,

10, 11, 12)

．そこで，deoxy-Hb，酸素飽和度については，アー

使用する．

，その際

にはドライバの運転行動を阻害せず，違和感を与えるこ

3

となく計測することが求められる．

2

ウエアラブル NIRS を用いた自動車運転時の脳活
動計測

3.1

NIRS による脳活動計測

実験方法

実車を使用した走行環境においては，多くの制約条
近赤外分光装置は「生体の窓」と呼ばれる生体透過性

件があるため実験統制が困難であった．そこで，実験統

が高い近赤外領域の光（700-900nm）を用いてヘモグロ

制が容易なドライビングシミュレータを用いて検証を

ビンの濃度変化を計測する手法である

13)

．神経活動が

行った．

生じた際に局所的に血流量が増加し血中のヘモグロビン

インフォームドコンセントを得た運転免許を所持して

濃度が変化する．また近赤外光の透過光，拡散光の減衰

いる成人男性 8 名を対象にドライビングシミュレータを

量から酸素化ヘモグロビン (oxy-Hb)，脱酸素化ヘモグ

用いた手動，自動運転時の脳機能を計測した．実験デザ

ロビン (deoxy-Hb) の濃度変化を計測することが可能で

イン，実験コースを図 2 に示す．実験デザインについて

ある．oxy-Hb，deoxy-Hb それぞれ吸光スペクトルが異

安静 3 分，走行 30 分，安静 3 分のセットを各実験参加者

なることから，透過光量に基づきそれぞれのヘモグロビ

1 回行った．走行コースについて横 6500m，縦 3250m，

ンの濃度変化を求めることができる．

カーブ曲率 1300m，4 車線 (片側 2 車線) の 8 字コース

脳活動計測においては，頭表に配置した送光ファイバ

を用いた．手動運転条件では，100 km/h で第一通行帯

から近赤外光を照射し，頭皮，頭蓋骨，髄液で吸収・拡

を走行する先行車に一定の車間距離で追従走行するよう

散されながら脳表に達し，再び頭表まで戻ってきた透過

に指示した（図 3）．自動運転条件では，運転操作を行

光量が受光ファイバによって計測される．この透過光量

わず，前方注視のみを行わせた．
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Fig. 2. Experimental design and driving course.
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Fig. 4. Wearable NIRS Hb-131S (numbers: measurement channels).

傾向を確認し，覚醒度の変化も少ないと考えられる．
次に，脳活動の計測結果から覚醒度を定量的に評価す
るために，oxy-Hb を横軸,oxy-Hb の微分値を縦軸とし
た 1 分ごとの平均値による位相平面を作成した．oxy-Hb
が高い値か oxy-Hb の上昇の傾きが急峻であるときに脳
が賦活していると考えられる．実験参加者 A の自動運
転時と手動運転時の位相平面を図 7，図 8 に示す．

Fig. 3. Driving task.

自動運転（図 7）では，時間経過とともに oxy-Hb と

oxy-Hb の微分値の変化量が減少し，位相平面の左に移
3.2

動する傾向を確認した．よって運転時間が増大するにし

計測したデータと処理方法

たがって，脳の賦活が減少し覚醒度が低下したと考えら

ウエアラブル NIRS 装置 Hb-131S(Astem) を用いて前

れる．一方，手動運転（図 8）では上記の傾向がみられ

頭前野の脳活動を 4ch 計測した．図 4 に使用した NIRS

ず，脳の賦活に変化が少なく覚醒度の低下も少ないと考

装置と計測チャンネルを示す．

えられる．

計測したデータに対して，離散ウェーブレット変換を

さらに，図 7，図 8 よりマハラノビス距離を算出した．

用い 60 秒以下の周期成分を除去し，信号を再構成した．

マハラノビス距離とは分散を考慮した距離であり，デー

また，ドライバの上半身から顔面までの状態を動画に記

タの異常検知に用いられている 20) ．実験参加者 A の自

録し，60 秒ごとに眠気評価を行った．

3.3

動運転時と手動運転時のマハラノビス距離を図 9 に示

実験結果と考察

す．なお，基準データ群は運転による覚醒度低下が少な

実験参加者 A における自動運転時と手動運転時の左

いと考えられる運転時間の最初の 10 分間とした．自動

外側部 (1ch) の oxy-Hb 信号を図 5 および図 6 に示す．

運転では時間経過でマハラノビス距離が増加する傾向を

図 5 より，自動運転時は oxy-Hb が減少する傾向を確

確認した．一方，手動運転では時間経過でマハラノビス
距離はあまり変化がみられなかった．

認し，石川ら 19) の先行研究より覚醒度が低下したと考
えられる．一方，手動運転時は oxy-Hb の変化が少ない

以上のことから運転中の覚醒度を位相平面上のマハラ
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ノビス距離を用いることにより，定量的に評価できる可
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本研究では，ドライバの状態を脳活動からモニタリン
グすることを目的として，ウエアラブル NIRS 計測装
置を用い，ドライバの脳活動を計測した．手動運転，自
動運転の 2 つの条件で，ドライビングシミュレータを
用いて走行実験を行い，そのときの脳活動の計測と評価
を行った．その結果，自動，手動運転ともに覚醒度が低
下するにしたがって，脳活動が低下したことから，ドラ
イバの状態を脳活動から推定できる可能性を示した．ま
た，自動運転走行時は，手動運転走行時より覚醒度低下
が早く，前頭前野全体の活動低下も早いことも明らかに
なった． また，位相平面上のマハラノビス距離を用い

Fig. 9. Mahalanobis distance for autonomous driving
and manual driving.

て，ドライバの覚醒度をリアルタイムに定量的に評価で
きる方法を提案した．今後は，実車を用いた検証を行う
332

予定である．

13) Jobsis, F. F., Non-invasive infrared monitoring of cerebral and myocardial oxygen suﬃciency and circula-

本研究は，日本大学生産工学部倫理委員会の承認（承

tory parameters, Science, Vol.198, No.4323 (1977), pp.

認番号 S2016-003）を受けて実施したものである．

1264-1267.
14) 小川誠二, 上野照剛, 非侵襲・可視化技術ハンドブック, エ
ヌ・ティー・エス (2007), pp.291-330.

参考文献

15) 酒谷薫, NIRS-基礎と臨床-, 新興医学出版社, (2012), pp.
1-34.

1) 国土交通省自動車局，自動運転車の安全技術ガイドライ

16) 福田正人, 精神疾患の診断・治療のための臨床検査として

ン (2018-9)

の NIRS 測定, MEDIX, Vol.39 (2003), pp. 4-10.

2) Eriksson A, Stanton NA，Takeover Time in Highly Au-

17) 斎藤良一, 市来嵜潔, 近赤外分光法による非侵襲的脳酸素代

tomated Vehicles: Noncritical Transitions to and From

謝モニタリング, 慶応医学, Vol.81, No.2 (2004), pp.109-

Manual Control，Human Factors, Vol.59，No.4(2017),

115.

pp.689-705

18) 志村孚城，近赤外分光法による前頭前野計測―認知症の

3) 金海燕，杉浦康司，田村寿乃，佐久間佑太，堀口明伯，異

早期発見とリハビリテーション方法の評価―，コロナ社

なる自動運転レベルの権限委譲時における大型車ドライ

(2009).

バの対応行動，日本機械学会第 26 回交通・物流部門大会

19) 石 川 裕 一,

講演論文集，(2017)

他,

酸素化ヘモグロビン濃度によ

る 運 転 者 の 眠 気 評 価,

4) 風間恵介，苧石泰丈，毛利宏，吉松祐香，鈴木卓馬，上

計測自動制御学会論文

集,Vol.46,No.9,(2010),pp586-588.

沼研也，ドライバ操舵に対する車両挙動の位相遅れと高

20) 救仁郷誠, マハラノビス距離 入門,J-STAGE 品質工学 9

周波ゲインが運転しやすさに及ぼす影響，日本機械学会

巻 1 号,(2001),pp13-21.

論文集（C 編）,Vol.78．No.794 (2012），pp.3353-3360.

5) 福井勝彦，連続運転時における操舵機能低下の評価法，豊
田中央研究所 R and D レビュー，Vol.30，No.3 (1995)，

pp.57-65.
6) 横井都司如, 井東道昌, 小栗宏次, ドライバの精神負荷に対
する耐性を考慮した心拍変動量からの主観的精神負荷度推
定, 電気学会論文 C (電子・情報・システム部門),Vol.131,

No.12 (2011) , pp.2051-2056.
7) 田口敏行，自動車運転時の疲労評価，豊田中央研究所 R
and D レビュー，Vol.33，No.4 (1998)，pp.25-31.
8) 大桑政幸, 江部和俊, 稲垣大, 土居俊一，ドライバの視聴覚
認知に伴う負担度評価，計測自動制御学会論文集, Vol.36,

No.12 (2000), pp.1079-1085.
9) 黒木康之, 北川守, 麻生勤, 運転中の視覚性脳誘発電位およ
び脳波よりみた心身反応, 人間工学, Vol.10, No.3 (1974),

pp.81-91.
10) 広瀬悟，清水俊行，南部起可，柳沢一機，丸茂喜高，綱島
均，土師知己，泰羅雅登: 機能的近赤外分光装置 (fNIRS)
によるドライバーの脳活動計測，自動車技術会論文集，

No.40-3，pp.681-686 (2009).
11) Shimizu, T., Hirose, S., Obara, H., Yanagisawa, K.,
Tsunashima, H., Marumo, Y., Haji, T., Taira, M.:
Measurement of Frontal Cortex Brain Activity Attributable to the Driving Workload and Increased Attention, SAE International Journal of Passenger Cars
- Mechanical Systems, Vol.2, No.1, pp.736-744 (2009).
12) 李曙光, 杉町敏之, 中野公彦, 田淵義彦, 須田義大 高橋
秀喜, 折野好倫, 山本浩司, 吉野加容子, 岡徳之, 加藤俊
徳, fNIRS を用いた実車とドライビングシミュレータ運
転時のドライバの脳活動と走行データの比較, 生産研究,

Vol.67, No.2(2015), pp.161-166.
333

Vehicle Turn Signal Recognition using Convolutional Recurrent Neural Network

Ryo YANASE*, Ryota HAGI**, Keisuke YONEDA* and Naoki SUGANUMA*

Automated vehicle technology is rapidly developed as next-generation mobility. It recognizes surrounding circumstances using
onboard sensors and predicts future behaviors for surrounding moving objects. This behavior prediction is conventionally based on
moving and posture of surrounding vehicles. To help behavior prediction in advance, adding information of turn signal to the
conventional approach is effective. This paper describes two networks created for turn signal recognition using Convolutional Neural
Network (CNN) and Recurrent neural network (RNN). Both networks use different types of internal features from CNN. Some
evaluations show that the proposed network obtains about 90% of recognition accuracy.
Key words：Autonomous vehicles, intelligent transportation system, image processing
キーワード：自動運転，高度道路交通システム，画像処理

Convolutional Recurrent Neural Network による方向指示器の認識

栁瀨 龍*，萩

亮太**，米陀

佳祐*，菅沼

直樹*

1. はじめに
自動運転自動車では認識した周辺環境の情報か

体の動きを予測することが重要である．例えば自動

ら数秒先の運動状態を予測して車両の走行軌道を

いて車線変更及び右左折の意図を周囲に伝えなが

最適化する．運動状態を予測するためは，周辺の交

ら走行を行う．動きを変化させる前に予め意図を伝

通参加者（自動車，歩行者，二輪車など）の動きを

えることで安全な運転が行われている．また，方向

リアルタイムに推定することが要求されるため，一

指示器の情報を使用することで停車している車両

般的には LiDAR，ミリ波レーダ，ステレオカメラな

が右折待ちしているのか，路肩停止中であるかなど

どの測距センサから得られる物体の距離情報に基

の判断も期待される．

車に関しては，一般的なドライバは方向指示器を用

づいて位置・速度・加速度の状態推定アルゴリズム

方向指示器の認識に関する先行研究としては，B.

が適用される．したがって，多くの自動運転自動車

Frohlich らがステレオカメラを用いた認識手法を提

では，周辺物体の運動状態に従うプランニングが行

案している[1]．この手法では，ステレオカメラによ

われる．

って認識した前方車両の画像を時系列追跡し，フレ

運動状態に基づいたプランニングでは物体の速

ーム間の差分画像から点灯部分を抽出する方法で

度・加速度の情報が得られるため，これを時間積分

ある．また，点灯部の発生頻度を周波数解析するこ

することで数秒先の状態を算出可能である．しかし

とで点滅周期を算出し，周波数スペクトルを機械学

ながら，物体が動きを変える前に予め動きの変化を

習アルゴリズムで識別することで点滅判定を行っ

予測することは難しいため，デジタル地図の車線情

ている．また，近年では Deep Learning を用いたア

報やカメラによって得られる情報から潜在的な物

プローチの認識手法も提案されており，本研究では
これまでに畳み込みニューラルネットワーク

*Autonomous Vehicle Research Unit, Institute for Frontier Science Initiative, Kanazawa University, Kanazawa, Ishikawa, Japan.
** Kanazawa University, Kanazawa, Ishikawa, Japan
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（Convolutional Neural Network，CNN）と高速フー

車画像の切り出しには一般的な物体認識モデル

リエ変換（Fast Fourier Transform，FFT）を利用した

である SSD（Single Shot MultiBox Detector）[4]を使

認識アルゴリズムを開発してきた[2]．この手法では，

用する．また, 方向指示器の認識には各車両の連続

図 1 のように各フレームで得られる車両画像を

画像が必要となる. そのため, SSD で取得した各車

CNN に入力して方向指示器の点灯状態を認識する

両の位置情報を次のフレームと照らし合わせ, 領域

ネットワークモデルとなっており，点灯状態の時系

の重複度を Intersection over Unit(IoU)から計算し,

列情報から FFT で点滅周期を計算することで点滅

閾値より高いものを同一車両として判断する. 図

状態を認識することができる．CNN のモデルとし

2 のように，前フレームで得られた矩形枠と重複す

ては，画像認識コンテスト ImageNet Large Visual

る車両に同一 ID を設定することで同一車両を特定

Recognition Competition（ILSVRC）で 2012 年に優勝

する．

した Deep Learning（DL）モデルである Alexnet[3]で
方向指示器の点灯消灯を認識し，高速フーリエ変換
（FFT）を使用して周波数を計測することで方向指
示器を認識する手法を開発してきた．しかし，この
方法では時系列情報は点灯消灯情報のみを使用し
ており，Alexnet の誤認識に反応しやすいものであ
った．そこで本研究では，画像処理による方向指示

Fig.2 Vehicle Tracking using IoU

器の認識アルゴリズムを開発し，収集した走行デー

2.2. 従来手法概要

タを用いた性能評価結果について報告する．

本研究室の先行研究で開発したモデルについて
述べる．図 1 に示すように，車両画像を左右半分
割し，Alexnet を用いて方向指示器の点灯消灯を認
識し，FFT を使用して周波数推定を行うことで点
滅の認識を行う．最後に左右での点滅状況を合わ
せることで方向指示器の認識を行う．車両画像を
左右半分割している理由として，半分割した際に
は出力クラスとして点灯・消灯の 2 クラスなのに
対し，車両全体では左右それぞれの点灯・消灯の 4
クラスでの認識が必要となる．したがって，学習
に必要なデータの数も増してしまう．そのことか
ら，画像を半分割して問題を単純化している．FFT
の周波数分解能 は，入力する信号の数 及び入力
の時間分解能∆ から次式で算出する．

=

Fig. 1 Turn Signal Recognition Method in [2]

1
∆

(1)

また，取得した周波数分解能から得られる周波

2. 提案手法

数は，入力信号数 の半分である．例えば，方向指

2.1. カメラ画像の車両認識

示器の点滅周期を約 1.5[Hz]，使用しているオンボ

方向指示器の認識処理を実施するに当たり，事
前にカメラ画像から車両領域の切り出し，追跡処

ードカメラのフレームレートを 7.5[Hz]とした場

理を実施する．この車両矩形枠を追跡して連続画

合，取得周期は 0.133[s]であることから，入力信号

像を取得するためには以下の処理が必要となる.

数 ，周波数分解能 , 7.5[Hz]における信号を取得

1.

カメラ画像における車両位置の特定

2.

フレーム間における同一車両の特定

するのに必要なフレーム数は
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= 10程度となる．

2.3. 提案手法概要
方向指示器を認識するにあたり，本研究では FFT
による周波数解析の代わりに RNN（Recurrent Neural
Network）[5]を使用した点滅認識モデルを構築し，
入力特徴量の異なる 2 種類のネットワークに対する
性能評価を実施する．ベースとなる CNN のモデル
は先行研究で検討していた Alexnet ベースのモデル
となっており，図 3(a)に示す．このモデルでは，画
像を半分割した状態で点灯状態を左右それぞれで
判断するネットワークである．図 3(b)，(c)に提案す
る 2 種類のモデルを示す．図 3(b)は Affine モデルと
しており，全結合層の特徴を 10 フレーム蓄積して
RNN の入力として左右の点滅状態を認識する．図
3(c)は Conv モデルとしており，畳み込み層の特徴
を蓄積して RNN の入力とするネットワークである．
畳み込み層の特徴量を使用することで画像内の 2 次
元的な位置情報の特徴も保持したまま RNN の入力
とすることができる．
2.4. データ拡張方法
方向指示器の認識モデルを学習するに当たり，デ
ータセットを構築する必要がある．しかしながら，
方向指示器を認識するためのデータセットが存在
していないことから，走行データから収集した画像
データにデータ拡張処理を適用することで不足下
データを補う．画像データの一般的な拡張方法とし
て，回転・コントラスト・明るさの変更を行う．
しかしながら，事前評価において図 4.の赤枠で囲
った車両において, 太陽光の反射を方向指示器と誤
認識をする場合が見られた．方向指示器の認識に特
化したデータ拡張処理として，図 5(a)に示すような
ランダムに選択された位置周辺の明るさを局所的

Fig. 3 Neural Network Model

に変更する擬似太陽光画像を作成することで局所
的な明るさの変化に頑健な学習を行う．また実走行
データから収集するデータセットは，点滅または消
灯の 2 状態に限定させるため周波数の異なるパター
ンに弱くなる．そこで，図 5(b)のように方向指示器
が 1~2Hz の範囲で点滅している点から点灯, 消灯の
画像を, 10:0, 9:1, 8:2, の割合でランダムに並び替え
たものを擬似周波数動画として与え，方向指示器の
点滅ではないデータとして学習させることで, 異な
る周波数への反応を抑え, 誤認識を抑制させる．

Fig. 4 Typical False Recognition
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数動画）の追加による認識性能を評価
FFT モデル，Affine モデル及び Conv モデル
の認識性能を評価
性能評価には，以下に示す Precision, Recall, F 値に
関して比較する．

−

=

=

=
+

2

3.2. 結果

(2)

+

(3)
∙
+

(4)

まず，データ拡張方法の導入による認識性能を表
3～6 に示す．Basic は一般的な画像拡張方法，

Fig. 5 Specialized Data Augmentations

Pse.Sunshine は擬似太陽光画像による拡張，Pse.Freq.
は擬似周波数動画による拡張，All はすべての拡張

3. 評価試験

方法の導入による認識結果を示している．また，本

3.1. 実験条件
提案するモデルの有効性を検証するための評価

評価は Affine モデルのネットワークを使用してい

実験を実施する．車載カメラより収集した動画にお

る．実験結果より，提案するデータ拡張方法を追加

いて車の切り出しと追跡を行ったものに No signal,

することによって F 値の性能が改善されている様

Right, Left,の正解ラベルを付け直したものをデータ

子が確認され，両方の拡張方法の導入により最も性

セットとする．収集した学習データ及びテストデー

能が高い結果が得られたことが確認できる．特に擬

タの情報を表 1 に示す．本実験で使用するデータは

似周波数動画の追加による効果が高いことから，デ

金沢市内を走行中の昼間の車載映像をアクション

ータにおける点滅周波数のバリエーションを増や

カメラの GoPro HERO5 Black を使用して先行車両

すことで適切な点滅状態に反応できる RNN の学習

の右左折シーンを撮影したデータである．また，学

が実現できたと言える．
次に，ネットワークモデルの違いにおける評価結

習時の条件を表 2 に示す．

果を表 7～9 に示す．こちらの結果では Conv モデル
Table 1.

が最も F 値が高い結果が得られたことが確認でき

Dataset

No Signal

Right

Left

Training data[frame]

5,870

4,570

3,610

Test data[frame]

924

783

425

る．これは RNN の入力として画像の 2 次元情報を
入力とすることで方向指示器の位置情報に反応し
た認識が実現できたといえる．最終的には提案方法
によって約 90%の認識結果が得られた．また，図 6
に代表的な認識シーンを示す．

Table 2. Experimental Conditions
Training Method

Mini-batch

Optimization Method

SGD

Loss Function

Categorical Cross Entropy

Learning Rate

0.01

Batch Size

4

Table 3. Results for Basic Data Aug. (Ave. F-value=0.817)
Label
No Sig.

Right

Left

Prec.

812

103

86

0.811

Right

26

634

14

0.941

Left

84

29

315

0.736

判定を行うモデルを比較手法として以下の評価を

Hazard

2

17

10

行う．

Recall

0.879

0.810

0.741

Prediction

No Sig.

本実験では，先行研究で開発した FFT による点滅

データ拡張方法（擬似太陽光画像，擬似周波
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Table 7. Results for FFT Model (Ave. F-value=0.784)

Table 4. Results for Basic Data Aug. (Ave. F-value=0.830)

Label

Label
No Sig.

Right

Left

Prec.

868

177

84

0.769

Right

29

576

7

0.941

Left

27

20

327

0.874

Hazard

0

10

Recall

0.939

0.736

No Sig.

Prec.

239

171

0.690

7

540

5

0.978

Left

4

4

249

0.969

7

Hazard

0

0

0

0.769

Recall

0.988

0.670

0.586

Table 8. Results for Affine Model (Ave. F-value=0.857)

Label

Label

Right

Left

Prec.

818

108

60

0.830

Right

26

657

5

0.955

Left

78

13

353

0.795

Hazard

2

5

Recall

0.885

0.839

No Sig.

Right

Left

Prec.

No Sig.

835

112

64

0.826

Right

20

651

4

0.964

Left

69

14

350

0.808

7

Hazard

0

6

7

0.831

Recall

0.904

0.831

0.824

Prediction

Prediction

No Sig.

Table 6. Results for All Data Aug. (Ave. F-value=0.857)

Table 9. Results for Conv. Model (Ave. F-value=0.897)

Label
No Sig.

Left

913

Table 5. Results for Basic Data Aug. (Ave. F-value=0.854)

No Sig.

Right

Right

Prediction

Prediction

No Sig.

No Sig.

Label

Right

Left

Prec.

835

112

64

0.826

Right

20

651

4

0.964

Left

69

14

350

0.808

Hazard

0

6

Recall

0.904

0.831

Right

Left

Prec.

No Sig.

858

69

48

0.880

Right

31

697

10

0.944

Left

35

17

367

0.876

7

Hazard

0

0

0

0.824

Recall

0.929

0.890

0.864

Prediction

Prediction

No Sig.

No Sig.

4. 結言
車載カメラによる方向指示器の認識を行う中で
本研究では方向指示器の認識システム全体の自動
化と方向指示器の認識精度の向上を行い, 下記を行
うことができた．
RNN を用いた認識アルゴリズムの作成
異なる周波数や太陽光への対応
識別精度:約 90%
今後の展望としては，以下の課題が挙げられる．
ネットワークの軽量化
精度の向上
夜間での方向指示器の認識
より長い時間幅での方向指示器の認識
夜間の方向指示器の認識においては, ブレーキラ
ンプと方向指示器の光がどちらも白く見えること
から区別が難しいため改善が必要となる．
Fig. 6 Typical Recognition Results
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