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車載単眼カメラ動画像を想定した交通事故要因の自動抽出に向けた動画像解析手法の検討 
Examination of a dynamic image analysis technique for the automatic extraction of the traffic accident factor 

with in-vehicle stemma camera 
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Abstract: We suggest the study for the purpose of extracting object detection information and depth estimate information 

using a picture for the status non-gaze of the falling object which is the origin of the slight wound accident accounting for 

most of the traffic accidents automatically in the real time of the vehicle installation stemma camera and examine the object 

recognition that is one of the techniques. 

1 はじめに 

近年，交通事故の発生件数は年々減少している．し

かし，その事故の減少率は低下しており，去年(2021

年)の発生件数は 305,196件[1]と未だ多い状態を保って

いる．本研究では，更なる交通事故低減に向けた動画

像解析技術構築を目的とする． 

2 関連研究と本研究の位置づけ 

警察庁交通局によると，去年の交通事故件数の約

91 %と多数の割合を占めているのが軽傷事故件数で

ある[1]．一方，画像解析等を用いた関連研究の多くは

交通事故全体の約 9 %である重傷事故や死亡事故への

取り組みに集中している．本研究では，実装が進んで

いる車載単眼カメラを用いて，リアルタイム映像から

物体検出情報と深度推定情報を抽出することによっ

て軽傷事故要因の自動抽出手法の提案と検討を行う． 

3 提案手法 

 軽傷事故発生の一要因として動静不注視が挙げら

れる．動静不注視とは，運転者が事故につながる可能

性を低く見積もり，注視しないことである．実際の動

静不注視には，人間による判断とは別に事故へつなが

るものを認識し，位置を三次元的に把握し，なおかつ

リアルタイムで処理を行うという条件が必要である．

よって，物体検出モデルとして YOLOv5[2]を用いて物

体認識情報と物体の二次元的位置情報の抽出と深度

推定モデルを用いて物体の奥行き情報の抽出をリア

ルタイムで行うことで物体認識情報と物体の三次元

的位置情報の抽出をリアルタイムで行う．次に，動静

不注視の対象として道路上の落下物が挙げられる．そ

のため，物体検出モデルは道路上の落下物として多く

確認されているプラスチック・布・ビニール類と自動

車部品類，木材類[3]をクラスに含んでいるデータセッ

トを用いて学習を行う．本稿では，落下物のクラスを

有するデータセットで学習した物体検出モデルと深

度推定モデルを用いて軽傷事故要因の自動抽出手法

を提案する．また，検証実験として入力情報となる車

載単眼カメラで撮像する動画像の特徴を明らかにす

るため，カメラが搭載されたラジコンを用いて，移動

とともにリアルタイムで動画像の取得と認識実験を

行えるシステムを構築し，比較・検討を行う． 

4 実験方法 

 布類データセットクラスを複数有する ImageNet を

用いた YOLOv5 の学習済みモデルで物体認識を行っ

た．物体認識の際に入力映像としてカメラが搭載され

たラジコンのリアルタイム映像を用いた．ラジコンは

50 cm/s で落下物に対して 5 秒間前進し，その後 5 秒

間後退するように動作を行った．落下物は物体認識モ

デルのデータセットクラスで確認できた Y シャツ 2

枚とタオル類 6 枚，片手袋，男性用水着を用いて物体

認識実験を行った．その後，検証実験に落下物として

使用した物体の写真を画像認識し，分類クラスの確認

を行った．実験の概要を Figure 1 に示す． 

 

Figure 1. Experiment overview 

5 実験結果 

5.1 物体認識実験 

Figure 2 は，実験環境と落下物の一例としてタオル

を設置した場合の落下物との距離に対する確信度の

変化を抽出した結果である．本稿で示す確信度とは，

YOLOv5 の重みコード yolov5s-cls.pt によって評価さ

れた分類の正確さを表したものである．Fig.2 の凡例
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は，認識結果から抽出した分類クラスを表す．Fig.2 (a)

より，高い確信度を保持している croquet ball である

ことを確認した． Fig.2 (b)より，車体位置の変化によ

って入力画像中における物体認識候補の優先順位が

変わることを確認した．ここで示す優先順位とは，高

い確信度で認識された順番のことである．  

 

(a) Experiment environment 

 

(b) An example when I put a falling object 

Figure 2. Confidence properties for the distance with 

the aim 

5.2 検証実験 

Table 1 は，落下物として使用したものの写真を画像

認識して結果である．ここで示す分類クラスは，画像

認識で確信度が 0.3 以上を示したクラスである．Tab.1

より，落下物として使用した物体の正解認識クラスを

確認した．  

Table 1. Classification class for the falling object which 

I used 

 

6 考察 

 5.1 より，croquet ball はラジコンの映像内に固定で

映っているラジコンの一部であると考えた．また，落

下物が設置されている状態での croquet ball の確信度

が，落下物との距離で大きく変化していることから，

YOLOv5 の画像認識は周囲の情報にも起因すると考

えた．Fig.2 より，croquet ball よりも優先順位が高く，

(a)では凡例として確認できないが，(b)で凡例として

確認できた tennis ball がタオルを認識したことで出力

されたと考えた．Tab.1 と比較すると，タオル類の分

類クラスに含まれていないことを確認した．これらの

ことから，YOLOv5 の分類には，特徴量として認識物

体の形状や色のような画像の一部から分類するので

はなく，画像全体から相対的に特徴量を捉えて，分類

していると考えた．また，自動車からの映像では，道

路以外の周囲情報が激しく変化するため，今回用いた

YOLOv5 の物体認識では確信度への影響が大きいと

考え，周囲情報による確信度への影響削減として，評

価時の注目領域を縮小する情報を学習画像に与える

などの改善方法を検討する必要があると考えた． 

7 まとめ 

 本研究は，車載単眼カメラのリアルタイム映像から

落下物の物体認識情報と深度推定情報を抽出するこ

とで軽傷事故要因を自動抽出する手法の提案と検討

をした．入力情報となる車載単眼カメラで撮像する動

画像の特徴を明らかにするため，カメラが搭載された

ラジコンを用いて，移動とともにリアルタイムで動画

像の取得と認識実験を行えるシステムを構築した．定

点観察に比べ，画角や画面内の構成要素が大きく変化

することが特徴であり，同一物体であっても認識特性

が大きく変化することが明らかになった．  
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使用落下物 Yシャツ タオル類 手袋 水着

分類クラス

・diaper

・lab coat

・doormat

・dish cloth

・bath towel

・handkerchief

・mitten

・sock

・swimsuit

令和 4年度　日本大学理工学部　学術講演会予稿集

 349


