
                              

深層学習を⽤いたミリ波レーダによる物体検出 
－ 物体種別識別の可能性に関する調査 － 
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All-weather sensors are necessary to realize automated driving level 3 or more, one of which is a millimeter-wave radar. However, there are 

some issues such as low space resolution and noisy signal. The powerful solution is a machine learning technique which can statistically improve 

detection accuracy. In this presentation, as the first report the experimental results to estimate classes of detection objects by LSTM which is one 

of deep learning techniques will be reported. 3 types of feature for the 4-class classifiers and 2 types of LSTM were compared, and 97.95% of 

accuracy was achieved as the results. 
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1．ま え が き 

自動運転レベル 3 以上の実現や高度運転支援の信頼性向上

のためには，悪天候でも環境認識できるセンサが必要である．

カメラや Lidar の光の波長では霧や豪雨，豪雪を透過すること

が出来ず，対象物を認識することは困難となる．そこで，これ

らの環境では，電磁波の長い波長を利用したミリ波レーダが

有効なセンシング手段となるが，空間分解能が低いことと電

波干渉などによるノイズが課題である．空間分解能に関して

は，今後 79GHz さらには 140GHz 帯の利用とマルチアンテナ

化が進むことで高分解能化していくことが期待される．一方，

近年機械学習の技術が進化し，画像の識別や検出において大

きな成果が出ている．そこで，我々は深層学習を用いてミリ波

レーダにより環境理解がどこまで可能か研究を進めている．

ここでは，第一報としてミリ波レーダの反射信号から物体種

別の識別が出来るか試行した結果を報告する． 

 

2．従 来 研 究 

ミリ波レーダの認識方法に関しては多くの研究が行われて

いる．その中でも，車載レーダによる物体の識別について幾つ

か研究が報告されている(1), (2)．これらは，レーダ反射点の強度

や広がり，ばらつきなどを特徴量として，SVM (Support Vector 

Machine)を用いて歩行者・自転車・乗用車などの種類を識別し

ており，約 90%の精度を得ているが，まだ改良の余地がある

と考える．他にも，距離・速度スペクトラムを特徴量として，

CNN (Convolutional Neural Network)や LSTM (Long Short Term 

Memory)を用いて，直接後方接近車警報発令タイミングを推定

する研究が行われており，10%未検知許容で約 80%の精度を

得ている(3)．これは検出及び推定対象が異なる上に，精度も実

用上十分でない．また，合成開口レーダの反射波イメージに対

して，CNNにより識別精度99.5%を実現した研究例もある(4)．

しかし，これは空撮による測量用途であり，レーダの解像度が

高く，地上の静止物体を識別対象としており，車載レーダとは

比較出来ない．これらの研究例を鑑み，本研究では車載ミリ波

レーダを用いて検出対象物の属性を高精度に推定する方法を

提案する． 

 

3．基 礎 検 討 

ミリ波レーダの基礎特性について検討する．ミリ波レーダ

の受信電力 Sは以下のレーダ方程式で表される． 

𝑺 =
𝑷𝒕𝑮

𝟐𝝀𝟐𝝈

(𝟒𝝅)𝟑𝑹𝟒
     ( 1 ) 

ここで，Pt : 送信電力，G : 送受信アンテナゲイン，λ: レ

ーダ波波長，σ: レーダ反射断面積，R : 物体までの距離，で

ある． 

この式から，反射波の強度はレーダ反射断面積に比例する

ことが分かる．これは投影面積に対応している．これにより大

きさの異なる対象物の種別を推定できることになるが，実際

には対象物の材質や形状，向きによって変動し，モデル化が難

しい(5)．さらに，路面や他の物体との反射波が生じ，所謂マル

チパスにより，距離によって干渉が発生することでその受信

強度が変動する．このことから，反射波には対象物の情報が含

まれているため，物体識別の可能性はあるが，外乱も多く，時

系列の反射波計測値を用いて統計的に処理することが不可欠

であると考える． 

 

1)･2) 豊田工業大学(468-8511 愛知県名古屋市天白区久方2
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4．識 別 手 法 

従来研究の通り，ミリ波レーダを用いた物体検知・識別には

SVM を始めとして各種手法が研究されているが，本研究では

データの時系列変化も考慮できる RNN (Recursive Neural 

Network)の一つである LSTM(6)を採用した．LSTM の基本的な

アルゴリズムは，以下の式で表され，図 1 の様に図式化でき

る．この中の xtが時系列データで，LSTM unit に連続的に入力

される．unit の内部ではメモリセル Ctにより過去の情報が記

憶され，忘却ゲートによりコントロールされる．Unit の出力 ht

は次のステップの入力として計算される． 

𝒇𝒕 = 𝝈 𝑾𝒇 ∙ [𝒉𝒕 𝟏, 𝒙𝒕] + 𝒃𝒇    ( 2 ) 

𝑖 = 𝜎(𝑊 ∙ [ℎ , 𝑥 ] + 𝑏 )    ( 3 ) 

𝑢 = tanh(𝑊 ∙ [ℎ , 𝑥 ] + 𝑏 )   ( 4 ) 

𝐶 = 𝑓 ⊙ 𝐶 + 𝑖 ⊙ 𝑢     ( 5 ) 

𝑜 = 𝜎(𝑊 ∙ [ℎ , 𝑥 ] + 𝑏 )    ( 6 ) 

ℎ = 𝑜 ⊙ tanh(𝐶 )    ( 7 ) 

ここで，σ はシグモイド関数，⊙はアダマール積 (Hadamard 

product)，W*, b*は誤差逆伝搬で計算される学習パラメータであ

る． 

 

ここではミリ波レーダ反射波信号からの情報を入力として

反射対象物の種別を推定することを目的としているが，この

入力情報は各種考えられる．本研究では，電波の反射が 2 次

元マップで得られるミリ波レーダを用いて，対象物からの電

波反射情報を最大限に利用することを検討する．この 2 次元

マップから対象物に対応する領域を切り出して識別器の入力

特徴量として利用するが，これに対して以下の 3 通りを比較

検討した．これと反射信号の重心点座標も合わせて特徴量と

した． 

(1) 対象物からの電波反射 2 次元マップ(以下反射マップ)を

そのまま入力 

(2) 情報圧縮のため，この反射マップを形状特徴量に変換 

－形状特徴量： 最大反射強度，平均反射強度，4 水準の

閾値以上の反射強度の面積(分布の代用)，真円度，離心率，

周囲長，当て嵌め楕円の傾き 

(3) 反射マップの最大反射強度のみ 

－現状の量産レーダを想定し，最低限の出力のみ利用 

この反射マップは時系列データであるが，その生成方法を

説明する．まずレーダ反射生信号から 2 次元の周波数成分を

取り出す．この計算アルゴリズムとしては，MUSIC (Multiple 

Signal Classification)などの従来手法があるが，十分な分解能が

得られないため，ユーシン天野氏が開発したアルゴリズム(7)を

利用した．これにより，図 2 の上部の 2 次元マップを求め，

閾値で切り出した反射信号の塊を抽出し，前後のフレームで

対応尤度が最も高い塊を対応付けして一定数の連続した 2 次

元部分マップを得る．元々反射マップは距離と角度の極座標

系で得られるが，計算の都合上，直行座標系のグリッドマップ

に変換している．ここでは，各種調整した結果，グリッドマッ

プのセルサイズは 1 辺 0.1m，2 次元部分マップのサイズは

49☓25 とした．フレーム間の対応付は，各塊内の最大反射座標

の最近傍選択を用いた．ここで，ドップラ情報も利用すべきで

はあるが，評価レーダからは得られなかったため，今回は用い

ていない． 

この連続部分マップと LSTM を用いた識別器の構成を図 2

に示す．全体反射マップから切り出され，対応付けされた部分

マップとその重心座標を LSTM にそのまま入力する．前述の

特徴量を用いる場合はその間に変換フィルタを通す．この連

続データを LSTM に入力し，最終ユニットの出力に対し全結

合ニューラルネットにより，各クラス(種別)のスコアを求め，

Softmax 計算により最終的にクラスを推定する．ここで，この

連続データ数は調整の結果，10 と設定した．これは，これ以

上増やしても性能が向上しない上限数である．またこの図で

は時間順に入力する LSTM に加え，逆の時間順データ(図 2 中

央右側)も入力し組み合わせる双方向 LSTM (bidirectional 

LSTM，以降 bd LSTM)(8)も検討した．各クラスの学習サンプル

数に差があるため，損失関数に各サンプル数の逆数で重みを

掛けて，各クラスの識別性能差を低減した． 

  

 
Fig. 1 Structure of LSTM unit 
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5．実 験 結 果 

5.1. 実験条件 

ここでは，基礎データとして駐車場内で検出対象物を各種

方向でジグザグに移動させ，それをカメラ画像と合わせ計測

した．ここでは推定クラスは車，自転車，歩行者の 3 クラス及

び駐車車両を加えた 4 クラスとした．計測したシーンは全 9

シーンで，車 4 シーン，自転車 2 シーン，歩行者 3 シーンで

ある．自転車に対する実験風景を図 3 に示す．上の自転車の

写真に対応するミリ波レーダの反射マップが下の図で，中央

約 23m 先の自転車の反射が確認できる．上の写真の中央下に

実験用ミリ波レーダが見えている．また，実験スペースの左側

には車両が連続して駐車しており，右側には間隔を空けて3台

駐車している．検出対象は手前からジグザグに移動し，実験レ

ーダの検知範囲以内の約 40m 先でジグザグに戻ってくる経路

を採った．各検出対象で速度が大きく変わらない様に車も自

転車も 10km/h 以下の速度で走行した．ミリ波レーダは，TI 社

製 AWR1443 を使用し，76GHz 帯のシングル UP チャープを

用いた． 

その最大反射強度の座標点を時系列で表示したものが図 4

である．その座標点にフレーム番号を記載している．遠方では

反射が検出出来ないフレームも発生した．フレーム間の計測

周期は 0.15sec である．ここでは，検出ミスを連続 2 回まで許

容した連続 10 フレームを抽出して識別対象とした．連続フレ

ームの総数は 3 クラスの場合 5688 セット，駐車車両クラスを

入れた場合 11556 セットとなった．これらには左右反転によ

るデータ拡張を行った．また駐車車両データは他のクラスと

比べ多量なため，ランダムに 1/10 を選択して低減している． 

 

5.2. 基礎検討 

(1) 距離と反射強度の関係 

対象となる検出物体の電波反射は大きく異なるため，単純

にその情報から識別出来るとの仮説も成り立つ．そこで，これ

を確認するため，各識別対象における，レーダからの距離と反

射強度の関係を図 5 に示す．図中の直線は，レーダ各データ

の最小自乗当て嵌め直線を示すが，全体の傾向としては反射

率の違いが分かる．しかし，そのばらつきが大きく，それだけ

では推定が難しいことが分かる．

 

Fig 3 Picture of bicycle scene (upper) and associated 

measuring radar reflection map (lower) 

 
Fig 4 Trajectory of bicycle 

-10 -5 0 5 10
x (m)

5

10

15

20

25

30

z
(m

)

1 234
5
67891011121314151617

1819
20
21
22

23
24

2526272829303132333435363738
394041
42434445

4647
484950
51525354

5556
57

58596061626364656667686970717273747576777879808182
8384 858687

89

90
92

93
94

959697 98
99100

101102 103104105106107108109110111112113114115 116117118119
120121122

124

126128129130 131
132133134135136 137138139140141142143144145146147148149150151

152153154155
157158

159

164
165166

169

171

172 173174 178
179180 181 183184185 186187188189 191192193

195

196
258259260261262263264265

267268

269
270273 274275

276

277
278

286287288291292 293294295296297298300
302

303

308
310

318
320321322 323

324

325326 327328329330331332333334335336338339340

341

342
343344
345346347
348
349350351352

353
354355356357

358359360
361362363364365366367368369370371

372373
374375
376377378379

380381382383
384

385386387388389390391

396
401

Serial 
frame number

 
Fig 5 Relationship between reflection intensity and 

distance from radar 



                              
  (2) 反射検出位置と対象物移動状態の関係 

駐車車両と移動車両の分離をする場合，単純にその移動距

離から判定出来ると考えられる．そこで，その情報だけからど

の程度判定可能か確認を行った．移動距離は，図 6 に示す通

り，対応付けされた反射重心座標のデータ列に対し，始点-終

点間距離と積算移動距離が考えられる． 

この 2 つの特徴量に対し，移動か静止状態かの判別を行っ

た．どちらか一つの特徴量を使った場合と両方を組み合わせ

た場合の 3 通りを比較した識別推定結果を表 1 に示す．この

結果より，これだけでは十分な判別が出来ないことが分かる．

この識別には，各種判別手法を試し，各々で最も識別精度が良

かった手法を採用した． 

Table 1 Result to classify moving/parking car 
 Accuracy Algorithm 
End to end distance 82.1% kNN 
Sum of moving distance 77.3% kNN 
Both of them 86.2% Bagging tree 

 

これは，図 7 に示した各特徴量の分布から，どちらの特徴

量もばらつきが大きく分離が難しいためである．この現象は

レーダ反射位置の不安定性やレーダ内部ノイズなどから生じ

る揺らぎで，このばらつきを前提とした判別が必要である． 

 

5.3. 識別結果 

このデータを用いて，前述の LSTM により種別識別を行っ

た結果を示す．特徴量としては，前述の 3 章で説明したレー

ダ反射強度マップ(表中 Raw map)，反射強度形状特徴量

(Feature)，最大反射強度(Max.I)を用いた場合を比較した．アル

ゴリズムは LSTM と bd LSTM を比較した．評価値として，適

合率(Precision)，再現率(Recall)，F 値(F-measure)，正解率

(Accuracy)を求めた．全体を学習データ 80%，評価データ 20%

にランダムに分けて，3 回の評価値平均により交差検証を行っ

た．調整の結果，LSTM ユニット数は 40 と設定した．これ以

上増やしても精度向上効果は見られなかった． 

まず駐車車両クラスを入れた 4 クラスの識別結果を表 2 に

示す．特徴として反射強度マップを利用した場合において，

LSTM と bd LSTM の性能を比較すると，bd LSTM の方が 5%

精度向上している．他の特徴量に対しても bd LSTM を用いた

方が同様に精度が高かったため，ここでは bd LSTM のみの結

果を記載する．次に，特徴量の比較では，反射強度マップが

97.95%と最も精度が高く，特徴量を用いると約 8%低下し，最

大反射強度だけでは約 62%の精度で実用性は低い結果となっ

た．この結果は，レーダ反射波の情報をそのまま学習させる方

法が相対的には優れていることを示している．ただし，限られ

た条件での評価であり，今後過学習の可能性をさらに検証す

る必要がある． 

Table 2 Result to classify 4 classes of objects 
Feature Algorithm Precision Recall F-measure Accuracy 

Raw map bd LSTM 96.71% 97.63% 97.14% 97.95% 
Raw map LSTM 88.29% 92.20% 89.70% 92.95% 
Feature bd LSTM 81.77% 84.85% 82.78% 89.36% 
Max.I bd LSTM 55.55% 54.72% 52.08% 61.91% 

*Precision, Recall and F-measure are calculated by averaging each 

class 

この実験結果について解析を行う．反射強度マップに対し

て bd LSTM により識別し，最も精度が良かった場合(98.44%)

の混同行列を図 8 に示す．これは横軸に正解クラス，縦軸に

推定クラスを並べ，各組合せの精度を表した表であり，各クラ

スの識別の難易度が分かる．この表においては，歩行者や自転

車の識別精度は非常に良く，容易に識別できるが，駐車車両と

移動車両の識別のミスが多いことが分かる．直感的にも理解

できる結果となっている． 

 
Fig 6 Features of moving distance 
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Fig 7 Distribution of distance features 
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Fig 8 Confusion matrix to classify 4 classes  



                              
この場合の各物体に対応したレーダ反射強度マップを示す．

この各マップは左から右に時間経過している．図 9 は識別器

が誤って歩行者を自転車と誤識別した場合の反射マップシー

ケンスである．図 10 は歩行者を正しく識別した反射マップ群

である．これを明確に理由付けすることは困難であるが，この

場合では正しく識別しているシーケンスでは反射の拡がりが

小さくなっている． 

もう一つの例を挙げる．図 11 は車を歩行者と誤識別した例

である．これに対し，図 12 は車を正しく識別した例である．

こちらの方が反射の拡がり方の違いが現れている． 

次に駐車車両クラスを除いた移動物体のみの 3 クラスで識

別した結果を表 3 に参考として示す．この結果も 4 クラスの

場合と同様の傾向で，反射強度マップを用いた場合が最も精

度が高かった．ただし，全体に若干精度が低下している． 

Table3 Result to classify 3 classes of objects 
Feature Algorithm Precision Recall F-measure Accuracy 

Raw map bd LSTM 95.25% 96.33% 95.75% 96.69% 
Feature bd LSTM 80.73% 84.72% 82.11% 84.02% 
Max.I bd LSTM 58.64% 60.55% 56.78% 59.92% 

 

5.4. 公道での歩行者識別評価 

前述の 5.3 で学習した識別器を用いて，公道で計測した歩行

者の識別を行った．図 13 は信号交差点での歩行者横断シーン

である．このシーンでは 4 人の歩行者が横断しており，2 組目

は 2 人で並んで歩いている．図 13 は 1 人目と 2 組目が写って

いる写真である．この 3 組の歩行者の軌跡を図 14 に示す．こ

こで自車は信号が赤のため減速し，2 組目の横断中に停止して

いる．そのため，1 人目と 2 組目の途中まで軌跡が自車に接近

している様に描画されているが，歩行者は全員横断歩道上を

左方向に歩行している． 

この評価サンプル数は全 58 サンプルあり，これを駐車場で

計測した 4 クラスのサンプル全数(11556 サンプル)で学習させ

た bd LSTM で評価したところ，図 14 の 2 組目の歩行者ペア

と 3 番目の歩行者に対して青丸で示した箇所全 9 サンプルで

誤識別が発生した．その内自転車への誤識別が 6 サンプル，

車への誤識別が 3 サンプルであった．自転車として誤識別し

た例を図 15 に示す．これは，2 人が接近，並行して歩いてい

るため分離できず，一つの物体からの反射として検出され，反

射分布が変形したことによるものと推測される．この様な状

態は，学習した駐車場でのシーンでは存在しなかったために

生じている．これは，この識別器若しくは機械学習自体の汎化

性の限界を表していると考えられる．参考までに，このシーン

で，正しく歩行者と識別された例を図 16 に示す．誤識別した

図 15 のサンプルに比べ，反射分布の変形が少ないことが分か

る． 

そこで，この公道でのサンプルを駐車場のデータセットに

加え，5.3 の評価と同様の交差検証のために，80%のサンプル

で学習した識別器を用いて，この公道での全 58 サンプルを評

価したところ，誤識別は 0 となった．この場合の残り 20%の

評価サンプルに対する識別精度は 97.98%で，全体の識別精度

への影響は無かった． 

  

 
 

Fig 9 Sequential reflection intensity blobs 
estimated incorrectly as a bicycle for a pedestrian 

 

 
 

Fig 10 Sequential blobs estimated correctly as a pedestrian 

 
 

Fig 11 Sequential reflection intensity blobs 
estimated incorrectly as a pedestrian for a car 

 
 

 

Fig 12 Sequential blobs estimated correctly as a car 

 

Fig 13 Evaluation scene at signalized intersection 

 
Fig 14 Trajectories of pedestrians at signalized intersection 

 
 

Fig 15 Sequential reflection intensity blobs 
estimated incorrectly as a bicycle for pedestrians 

 

 
 

Fig 16 Sequential blobs estimated correctly as a pedestrian 



                              
6．ま と め 

ミリ波レーダの反射信号を用いて物体の識別を行う方法に

ついて，時系列を取り扱うことが出来る LSTM の応用有効性

を示した．ここで，その特徴量として，現状のミリ波レーダ出

力を想定して，最大反射強度とその座標のみを用いた場合は

十分な識別が難しく，反射強度マップを利用する方法により，

車，自転車，歩行者，駐車車両の 4 クラスに対して 97.95%の

高い識別精度が得られた．反射強度マップを特徴量に変換し

て特徴次元を落とすと，精度が下がることを示した．さらに，

通常の時間順方向だけの LSTM に対して，双方向 LSTM を用

いると精度向上することが確認できた． 

基礎データとして，単に反射強度だけでは物体種別の識別

は難しく，また移動距離情報だけでは移動／静止状態の識別

精度が低下することも定量的に示した． 

この識別器を公道にて計測したサンプルデータにそのまま

適用したところ，学習サンプルには無かった 2 人組の歩行者

に対して部分的に誤識別が発生した．そこで，これらのサンプ

ルも学習データとして追加し再学習させたところ，誤識別を

無くすことが出来た．しかし，これはこの識別器を含む機械学

習の汎化性の限界を表していると考えられる． 

今後は，公道などの実環境での実験条件を増やして識別器

を改良し，普遍的にこれらの手法が成立することを検証して

いく．また，物体の種別識別だけでなく，自動運転や運転支援

に必要な自己位置推定を含めた環境理解を目指して研究を展

開していく． 
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