
Proceedings of 63rd Meeting on Lightwave Sensing Technology                            June 2019 

招待講演            LST63-5 

自動運転・運転支援に使われる画像認識技術と車載カメラへの要求・課題 

秋田時彦 
豊田工業大学 スマートビークル研究センター 

 
Image recognition technologies used for autonomous vehicle and 

driver assistance systems, and requirement and issues for automotive cameras 
Tokihiko Akita 

Toyota Technological Institute / Research Center for Smart Vehicles 

 
Abstract: Recently, autonomous driving and AI become large trend. Environmental 

recognition utilizing camera images which takes the function of eyes is very important in 

these fields. In this presentation, positioning of image recognition and the realizable 

functions in autonomous driving and driver assistance are reviewed, and examples of 

image recognition technologies to realize these functions are introduced. The latest trend 

including deep learning technologies which recently achieve remarkable development is 

also explained. However, on the other hand, various issues are remained. Examples of the 

issues in automotive image recognition are given, and the topics related to the solution are 

introduced. And, the camera specifications required for automotive image recognition are 

also outlined. 

 

1. はじめに 

最初に自動運転・運転支援における画像認識の位置付けについて述べる．自動車の自動運転・運転支

援においては安全性が非常に重要である．このプロセスは認知・判断・操作からなり，走行環境を認識

する認知プロセスが大きなウェイトを占める．しかし，その走行環境は複雑で，様々な天候や照明条件

の下で高い精度で作動する必要があり，後述する様に車載カメラを用いた画像認識だけでは十分に安全

性を保証できる環境認識を実現できない．そこで，各種センサを組合せて各種環境で補完し合うセンサ

フュージョンが必要となる．表 1 は車載センサの得失表である 1)． 

この中でカメラ画像は，高分解能で小型，低コストという優位点がある．また，標識などの描画や検

出物体のテクスチャを認識出来る唯一のセンサのため，車載の環境認識には必要不可欠である．しかし，

悪天候や照明環境変動に弱いことや，コスト制約の厳しい車載システムに対し情報量が多く処理コスト

が高い，といった課題もあり，これらを考慮したセンサフュージョンシステムを構成することが重要で

ある． 

図 1 は自動運転を実現するためのセンサフュージョン構成の一例である．車載においては，意匠が重

視され，搭載空間が限られるため，搭載位置の自由度は少ない．よって，特殊な車両を除いては，必然

的にこの一例の様な構成に落ち着く 1)． 
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表 1. 車載センサの得失表 

 

 
図 1．自動運転用センサフュージョンシステム構成例 

 

2. 画像認識で実現可能な各種機能 

画像認識で実現可能な自動運転・運転支援の機能について整理する．各種分類方法が考えられるが，

検出対象と適用技術から分類を行い，整理したものを表 2 に示す．ここでは，実用化された機能だけで

なく，認識信頼性やコストなどの理由で実用化されていない若しくは困難な機能も挙げている． 

 

表 2. 画像認識で実現可能な機能一覧 

分類 検出対象物 機能 

路
面
描
画
認
識 

レーン認識 レーン逸脱警報(LDW), レーン逸脱防止(LDP),  

レーンキープアシスト(LKAS) 

駐車区画認識 駐車支援，自動駐車 

路面標示認識 自車位置推定/交差点一時停止見落とし警告，路面標示警告 

移
動
体
認
識 

接近車認識 レーンチェンジ支援(LCDAS), 接近車警告(CTA),  

側方死角接近車警告(BSM), 後方追突警告, 前方発進車報知 

接近・移動歩行者認識 後退時歩行者警告(BUA), 周辺移動体警告(MOD) 

  単眼カメラ ステレオカメラ Lidar ミリ波レーダ ソナー 赤外カメラ 

検出距離 
○ 

(100m) 
○ 

(70m) 
○ 

(100m) 
◎ 

(～250m) 
△ 

(～10m) 
○ 

(50m) 

距離精度 
△ 

(10%～) 
○ 
(5%) 

◎ 
(3cm) 

△～○ 
(0.3～0.1m) 

△ 
(0.05m) 

△ 
(10%～) 

距離分解能 ☓ 
○ 

(0.1m) 
◎ 

(3cm) 
△～○ 

(0.3～0.1m) 
○ 

(0.03m) 
☓ 

視野角 
△～○ 

(30～180°) 
○ 

(60°) 
◎ 

(360°) 
○ 

(30～120°) 
○ 

(30～90°) 
○ 

(30～60°) 

角度分解能 
○ 

(1°) 
◎ 

(0.05°) 
◎ 

(0.1°) 
△ 

(1～10°) 
△ 

(30°) 
○ 

(1°) 

速度分解能 ☓ ☓ △ ◎ △ ☓ 

レーン検出 ○ ○ △ ☓ ☓ △ 

標識検出 ○ ○ ☓ ☓ ☓ △ 

物体識別 ○ ◎ ○ △ ☓ ○ 

耐環境性(照明) △ △ ○ ◎ ◎ ◎ 

耐環境性(天候) △ △ △ ◎ ◎ △ 

コスト ◎ ○ △ ○ ◎ △ 

搭載性 ○ △ △ ○ ○ △ 
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静
止
障
害
物 

車両認識 前方衝突警報(FCW), 自動ブレーキ(AEB), 

車間制御維持制御(ACC) 

歩行者認識 歩行者衝突警告(PD), 後方自動ブレーキ(AEB VRU) 

ランドマーク認識 自車位置推定/自動運転 

駐車空間認識 駐車支援，自動駐車 

標識認識 制限速度報知(TSR), 標識警告 

信号認識 信号見落し警告，青信号発進報知 

その他 灯火認識 自動ハイビーム制御(AHB), 自動ゾーン灯火制御(AZB, ADB) 

ここで，( )内は機能の略称である．また，複数の分類に該当する機能が存在するが，技術的に包含する分

類に割り当てている． 

 

3. 各種認識技術 

前章の各機能を実現するための画像認識技術を紹介する．ここでは，筆者の経験を中心に事例を紹介

する．本論文では紙面の関係上概要を述べるに留めるので，詳細は参照論文を参考頂きたい． 

3.1. レーン認識 

道路のレーンを画像認識するには，まず微分計算によりレーンマーカーのエッジ点群を抽出し，それ

らに直線若しくは曲線を当て嵌めてレーン境界を求める．この当て嵌めには，一般的に Hough 変換や

RANSAC が用いられる．当て嵌めモデルは通常，前方カメラを用いて遠方まで検出する必要があり，2

次曲線が利用される．ただし，システム構成により周辺監視カメラを用いる場合は，分解能により近傍

しか検出できないため，直線モデルが利用される．ここで，実環境においては，路面上のノイズやカー

ブでの複合線など各種レーンが存在するため，白線幅やレーン幅，連続性，レーンパターンなどの知識

を利用して，正しいレーン境界を推定する．図2は後方カメラでレーンを認識した結果の一例であるが，

広角のため歪んだ画像を路面投影して正像化し，各種知識を用いてノイズを含む直線群から正しい境界

線を抽出している． 

この認識における課題について述べる．一般的なカメラ画像による課題は後述するため，ここではレ

ーン認識特有の課題に限定する．レーンは路面上に描画されているため，摩耗や経年劣化により，消失

や路面とのコントラスト低下などが生じる．この場合，原理的に対策は不可能で，連続性による補間や

ガードレールなど周辺構造物からの位置推定などで補償する．夕日や朝日に向かって走行する際に路面

が反射し，レーン境界が消失することがある．この場合，太陽光に対面していない後方や側方のカメラ

を利用して補完することも可能である．車間距離が短い場合，前方車両によってレーンマーカーが隠蔽

され，検出できないこともある．これも前方以外のカメラで補完することが可能である 2)． 

             
図 2. 実環境におけるレーン検出の例(リアカメラ利用)   図 3. 路面反射によるレーン消失の例 

 

3.2. 接近車，接近・移動歩行者認識 
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この実現には一般的に単眼カメラによるオプティカルフローが用いられる．オプティカルフローを求

めるには，まず画像のコーナー点(特徴点)を Harris operator などで求めその周辺部分画像を抽出する．

次に過去の画像内で，各特徴点周辺の部分画像と相関の最も高い部分画像を対象物体が移動し得る範囲

内で探索して求める．このベクトルがオプティカルフローとなる．これから移動物体を判定するため，

射影幾何の関係から消失点とその長さによりグルーピングを行う．得られたオプティカルフローの集合

から接近物体を判定し，さらにはその物体の自車までの到達予想時間(TTC: Time to collision)を推定し，

警報判断を行う 3)． 

ここでも特有の課題について述べる．逆光や部分照明，背景との対象物コントラスト低下などで検出

が困難な場合がある．その様な場合でも計算過程から確率的に認識信頼度を推定し，その信頼度に応じ

て警報を可変にして検出ミスの影響を緩和することができる 4)． 

   

図 4. オプティカルフローグルーピング方法    図 5. 逆光による認識信頼度低下 

 

3.3. 車両・歩行者認識 

前節では検出対象を移動物体に限定したが，静止物体を含めた普遍的な認識手法について解説する．

検出対象は以下の事例の車両や人などに限定されるものでは無い． 

認識手法は，パターン認識とステレオに分類できる．パターン認識は，事前に学習しておいた特徴と

検出対象物の特徴の類似度により，画像中に現れたパターンの種別を推定する手法である．近年では，

深層学習が最も精度が高いため一般的に採用されている．ここでは，最近の手法で精度が高い YOLO

を紹介する．しかし，深層学習は帰納的な手法であるため，大量の学習サンプルが必要であり，また認

識結果が説明できない．これらは，信頼性と低コストが求められる車載システムとしては課題である．

そこで，人が設計した特徴量と機械学習を組み合わせた手法も有効な場合もあり，その一例を紹介する．

ステレオカメラは，一対のカメラを用いて，その視差から 3 次元復元をすることで物体を検出する．た

だし，これは最終的には 3 次元点群の特徴から種別を推定することになるので，前述の２次元画像のパ

ターン認識に対して，3 次元復元点群を特徴量としたパターン認識と解釈できる．この方法では，3 次

元物体の切り出しが 2 次元画像より容易となるので，一般的には精度が高い． 

 

3.3.1. 人の設計による特徴量を用いたパターン認識 

人が設計した特徴量と機械学習を組み合わせたパターン認識手法の一例を紹介する．認識アルゴリズ

ムの全体概要を図 6 に示す．これは，脳の階層化構造に倣ったもので，人が各階層で統計的に特徴量を

設計し，それらを機械学習の一つである Real Adaboost により組み合わせて認識する．さらにパターン

検出をミスした場合には，接近物体のオプティカルフローにより検出する．パターン検出ミスをした場

合の例を図 7 に示す 5)．これは，逆光で車両背面のテクスチャが無くなり，影と一体化して，学習した

パターンから逸脱したために生じた．このパターンを学習すれば認識は可能であるが，例外的なパター

ンは無限に存在し，全てを学習させるのは困難であり，現状のパターン認識の本質的な課題である． 
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図 6. 階層化パターン認識処理手順  図 7. 未検出が発生した車両の画像 

 

3.3.2. 深層学習によるパターン認識 

深層学習を組み合わせた YOLO が精度の高さと演算の速さからよく用いられる 6)．このアルゴリズム

概要を図 8 に示す．これは，画像を各セルに分割し，各セルの種別を深層学習にて推定し，それをまと

めて各物体の種別を推定するアルゴリズムである．深層学習は CNN(畳み込みニューラルネットワーク)

を用いている．これは，各画像を多層の畳み込みフィルタ処理で推定した結果と正しい結果の誤差を，

誤差伝搬法により逆方向にフィルタ重みを修正して，正しい推定値を計算させるアルゴリズムである．

しかし，この手法も機械学習の根本的な汎化性の課題があり，学習していないパターンに対する適応性

が乏しい．図 9 にこの誤検出の例を示す．ビル間や車両後方パターンを人と誤検出し，歩行者を検出ミ

スしている．ここでは，YOLO と同等以上の精度を実現可能な Faster R-CNN7)を用いた． 

     

図 8. 深層学習 YOLO の計算方法    図 9. 深層学習(Faster-RCNN)での検出誤りの例 

 

3.3.3. ステレオカメラ 

前方検出用のステレオカメラは，一対の平行に配置した同期カメラを用いて，左右の画像内の部分画

像の対応を，差分和が最も小さくなる画像を探索して視差を求め，その視差から三角測量の原理で３次

元座標を計算する．ここでは，車両の前後左右の全周囲に設置した魚眼カメラを用いて，その重複した

領域をステレオ化した例を紹介する．図 10 はその構成を示す．この構成では対のカメラ画像の視点や

歪，非同期などにより，前方カメラの様に単純な差分和では対応の精度が低いため，この対応を特徴点

周辺画像の機械学習により行う方法を用いている 8)．このため，対応点は全体的には疎らとなるが，図

11 に示す様に交差点右折時の横断歩行者を検出出来ている． 
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図 10. 全周囲ステレオカメラ構成 図 11. 機械学習ステレオによる横断歩行者の認識結果 

 

3.4. 駐車空間認識 

これは走行可能空間を含む周辺環境の３次元構造もしくは輪郭を認識するもので，手法として単一の

画像から環境の構造を推定するパターン認識と複数のカメラからの視差を用いたステレオがある． 

3.4.1. 深層学習 

これは CNN を用いた Semantic Segmentation により，単一画像から検出対象物の輪郭を推定するも

のである．図 12 にこの一つである SegNet9)の構造図を示す．これも正しい輪郭画像を大量に与え，そ

れを誤差逆伝搬で学習して，画素単位でその種別を推定する．図 13 に魚眼カメラ画像に対する推定結

果の例を示すが，小さな物体や逆光，路面反射などでは推定誤差が大きい場合がある． 

  

図 12. SegNet 構造図の例     図 13. SegNet による駐車シーンの推定結果 

 

3.4.2. ステレオカメラ 

基本的には前述の視差推定による方法が応用で

きるが，ここでは，Semi-Global Matching を用い

た準大域最適化による視差推定の例を紹介する．こ

れは，各ライン上の画素毎に視差の評価値(差分誤差

など)を計算し，ライン上で視差の評価値と視差変動

の誤差を評価関数として，これが最小となる視差を

推定するアルゴリズムである 10)．図 14 に単眼カメ

ラによる計算結果を示す．この課題は，テクスチャ

の無い領域では視差の誤差が大きくなることや，鏡

面反射領域は推定困難であることなどである． 

 

前回撮影画像 最新撮影画像

100ms

※魚眼カメラはサイドミラー下に搭載

 

図 14. 単眼魚眼カメラによる 3 次元復元結果 
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4. 車載カメラへの要求・課題 11) 

4.1. 車載カメラ要求仕様 

車載カメラに要求される項目を概説する．表 3 は代表的な要求項目であるが，機能によって異なる．

分解能に関しては，周辺カメラのモニタ用ではディスプレイの制約により VGA 程度で良いが，前方の

遠方を認識するためには UXGA が望ましい．画角も周辺監視用には 180°の広角カメラが必要だが，

前方用は狭い画角で遠方の分解能を上げる必要がある．最低被写体照度は小さい程良いが，撮像素子の

感度限界によりノイズが増えてくるので月明かり程度の 0.1 lux が限界である．ただし，この照度定義

は明確な基準が無く目安である．太陽光の影の影響を低減するため広ダイナミックレンジが必要である

が，コントラストに影響するため，一般的に 120 dB が仕様として採用されている．これも明確な評価

基準が無く，同じ数値でも実際のレンジには違いがある．フレームレートは人の目のチラつきに影響を

与えない 30 fps がよく用いられる．認識のためにもこれ以上高くしても，走行環境における検出対象物

の移動速度から殆ど影響しない．露光時間は近傍の移動体速度から，Motion blur(被写体ぶれ)が生じる

ので短いほど良いが，露光感度とのバランスで設定する．撮像素子からの画素読み出し方法は，画素を

同時に読み出す Global shutter は車載では必須で，順次読み出す Rolling shutter では歪が生じるため

利用できない． 

表 3. 車載カメラ要求仕様 
項目 要求仕様 

分解能 VGA～SXGA～UXGA 
画角 30°～180° 
最低被写体照度 0.1 lux 
ダイナミックレンジ 120 dB 
フレームレート 10～60 fps (一般的には 30 fps) 
露光時間 10 msec 以下 
画素読み出し方式 Global shutter 
※ VGA: 640x480, SXGA: 1280x1024, UXGA: 1600x1200 画素 

 
4.2. 車載カメラの課題 

車載カメラの課題について，以下に代表的な項目を列挙する． 

(1) 逆光 

太陽光や対向車のヘッドランプなどの強い光源を正面に受けると，その周辺の対象物の輝度が低下し

て見えなくなる．逆に光線が当たった領域は輝度飽和して見えなくなる． 

(2) 路面反射 

朝日や夕日に向かって走行すると路面で全反射し，路面上の描画が見えない場合がある．(図 3) 

(3) 夜間 

夜間，街路灯などが無い場所で，ヘッドライト照明が当たらない側面や背面では撮像できない． 

(4) 悪天候 

豪雨や豪雪，霧などで光線が遮蔽される場合は撮像できない． 

(5) 分解能 

高速走行時の前方障害物や遠方の標識，信号を認識するためには，UXGA 以上の分解能が必要である

が，感度とコストの制約を考慮しなければならない． 

(6) レンズ歪 

撮像素子の分解能が高くなると，レンズ精度が影響してくる．高い分解能を活かすためには，収差の

小さい高精度なレンズが必要であるが，コスト制約とのバランスが重要である． 
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(7) レンズ汚れ 

前方カメラはワイパーで払拭できる位置に設置されるため，問題は無いが，周辺監視カメラは雨滴や

塵埃が付着し，画像が遮蔽される． 

(8) LED フリッカ 

信号機の LED 発光とカメラの撮影タイミングのずれによってフリッカが生じ，信号が検知出来ない

ことがある． 
 

4.3. 車載カメラ課題への対応動向 

課題(1), (3), (4)に関して，太陽光の波長を用いない赤外カメラが開発されているが，現状ではコスト

が高く普及していない．(2)に関しては，後方や側方カメラを用いて補完するシステムが開発されている．

(5)に関しては，800Mpixel(4K)の車載撮像素子が製品化してきている．また，遠方高分解能と近傍広角

視野を両立させるため，視野角の異なるカメラを 3 台並べた 3 眼カメラが製品化されている．(7)に関し

ては，撥水もしくは親水コーティング，撥水加工が研究開発されているが，十分に機能する迄には至っ

ていない．また水洗クリーナも製品化されているがこれも十分ではない．(8)に関しては，撮像素子の露

光時間を長短組み合わせてフリッカを緩和するイメージセンサが製品化されている． 

これら以外にも，輝度変化した画素情報のみを記録するイベントドリブンカメラや一定の偏光方向の

光線のみを透過する偏光レンズ，特殊なフィルタを用いてコンピュテーショナルフォトグラフィにより

視差情報を取得するカメラ，放射光線の反射到達時間を画素毎に計測する距離画像カメラ(TOF カメラ)

などが研究開発されているが，車載用途での採用はまだこれからである． 
 
5. まとめ 

車載カメラによる画像認識の位置付けや実現可能な機能，そのための適用技術，車載カメラの要求仕

様や課題，対応技術などを俯瞰した．車載用途は，照明や天候の条件が厳しく，コストや搭載制約も多

く，製品化への難易度が高い．今後も，自動車のより一層の安全性・利便性向上のための運転支援や自

動運転の実現に向けて，ハードウェアとアルゴリズムの両面からブレークスルーするべく活発な研究開

発が必要である． 
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