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Abstract: ETC is Electronic Toll Collection system that allows drivers to pay tolls without stopping their vehicles at toll gates on 
expressways．Tolls are classified five categories by wireless communication with the ETC OBE．But there are some vehicles that 
illegally pass through the lane by replacing their ETC OBE．In this study，we are examining the vehicle classification by using video 
images obtained from cameras in the ETC lanes．Because our investigation is independent of the ETC OBE，it can check illegal 
passing by video images． 
 
１． まえがき 

ETC は路側アンテナと ETC 車載器との間で無線通

信を行うことにより車両を停止することなく料金収受

を行うことができるシステムである[1]．最近この ETC
において，ETC 車載器を載せ替え，不正な価格で通行

する車両が存在し，各高速道路会社で ETC 不正通行に

対する方針が示されている[2]． 
本研究では，ETC レーン内に設置されたカメラの動

画像(以下，ETC カメラ動画像)に着目し，この動画像か

ら車両の車種判別を行うことにより不正通行車両の検

知を行うことを検討している．本稿では検知精度向上

のためのETCカメラ動画像に対する前処理としてヒス

トグラム平坦化を提案したので報告する． 
２． ETCカメラ動画像を用いた車種判別 
本研究で使用した ETC カメラ動画像データは ETC

レーン入り口に設置されたカメラより車両後方から撮

影されたデータである．Figure 1 に実際に取得した動画

像データの例を示す． 

 
Figure 1．ETC camera video image． 

本研究では，この ETC カメラ動画像を用いて車種判

別を行う．車種判別は大きく分けて ETC カメラ動画像

に対する前処理と物体検出モデルによる車種判別の２

つの処理で構成され，それぞれの処理の間に処理に合

わせた画像の変換を行う構成となる（Figure 2)． 

 
Figure 2．Flow of vehicle Classification． 

３． ETCカメラ動画像に対する前処理 
ETC カメラ動画像を用いた車種判別では，夜間の車

両検知に関して取得されるETCカメラ動画像の車両の

輪郭が不鮮明なものとなってしまうため未検出車両が

多く発生してしまうという課題がある． 
これに対して，本稿では ETC カメラ動画像に対する

前処理としてヒストグラム平坦化[3]を用いることで夜

間における車両検出精度向上を目指している(Figure 4)． 

 
Figure 4. Histogram equalization . 

ヒストグラム平坦化は画像中の画素値を下記の式に

て変換し，画像中の画素値ヒストグラムを平坦化する

ことで画像のコントラストを強調する． 
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𝐼(𝑥, 𝑦) : 座標(x, y)の画素値(本研究では明度値) 

𝐼′(𝑥, 𝑦) : 変換後の画素値 

𝐻(𝑥, 𝑦) : 𝑉𝑎𝑙𝑢𝑒(𝑥, 𝑦)の度数 

𝐼"#$ : 処理領域中の最大画素値 
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S : 処理領域の総画素数 

ここで，ヒストグラム平坦化は画像全体の画素値を

参照して処理を行うため，画像全体に反して 1 部分の

み明るいような箇所がある際に元画像の特徴を損なう

変換結果となることがある． 
本稿ではこれに対する対策として CLAHE(Contrast 

Limited Adaptive Histogram Equalization)[4]と呼ばれる手

法によるヒストグラム平坦化を検討した． 
CLAHE では画像を小領域ごとに分割することで元

画像の特徴損失を抑えることができる他，tile 内での

指定数以上の画素値重複を制限することで画像のボヤ

けを抑制することができる．なお，本稿では tileサ
イズを 2×2pixelとして処理を行なった(Figure 4)． 

 
Figure 4. Histogram equalization by CLAHE. 

本稿では通常の ETC 動画像データと，これに対し

てヒストグラム平坦化を施したもの，CLAHE による

ヒストグラム平坦化を施したものを利用し車両検知

実験を行い検知精度の検証を行った． 
４． 車両検知実験 
本稿では，ETC カメラ動画像データの前処理につい

て，COCO データセットにより学習を行なった

YOLOv5[5]の物体検出モデルにより「前処理なし」「通

常のヒストグラム平坦化」「CLAHE によるヒストグラ

ム平坦化」の 3 パターンで車両検知実験を行い，それ

ぞれの検知性能の検証を行った． 
なお，車両検知実験には車両総台数 242 台の夜間の

ETC カメラ動画像を用いた．実験結果を次に示す． 
Table 1． Vehicle Detection Experiment． 

 No 
processing 

Histogram 
Equalization CLAHE 

総台数 242台 242台 242台 
検出車両 153台 191台 205台 
未検出車両 89台 51台 37台 
検出率 63.22% 78.93% 84.71% 

Tabele 1 より前処理を行わなかった場合の検知率が

63.22%であるのに対し，前処理として通常のヒストグ

ラム平坦化を行った場合が 78.93%，CLAHE を用いた

ヒストグラム平坦化を用いた場合が 83.71%となり，前

処理を行ったことによる検知率の向上が確認できた．

また，CLAHE を用いてヒストグラム平坦化を行うこと

で通常のヒストグラム平坦化と比較し僅かだが，検知

率が向上することも確認できた． 
しかし，CLAHE を用いたヒストグラム平坦化を行

った場合においても未検知車両が 242台中 37台と，

少なくないため，対策が必要である．未検知車両の特

徴として最も多かったのは車両の全体像を捉えること

ができていない車両である（Figure 5）． 

 
Figure 5．Undetected vehicle. 

未検知となる原因として，学習データに Figure 5 の

ようなデータがないことが考えられる． 
５． まとめ 
本稿では ETC カメラ動画像に対する前処理として

ヒストグラム平坦化を提案した． 
COCO データセットにより学習を行なった YOLOv5

のモデルによって車両検知実験を行った結果，前処理

として CLAHE によるヒストグラム平坦化を行うこと

で，前処理を行わない場合と比較し車両の検知率が

63.22%から 84.71%へ向上した．しかし，未検知車両

の発生も少なくないため対策が必要である． 
今後は学習に用いるデータセットを ETC カメラ動

画像より自作し，車両の検知率向上を目指す． 
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