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自己組織化マップを用いた道路交通標識認識に関する研究

1 はじめに
近年，交通環境は複雑かつ多様に変化し続け，交通

渋滞や事故など交通に関する問題が増加する一方であ
る．現在，事故を低減させる方法のひとつとして車両
前方の走行環境を認識し，運転者へ注意を喚起するシ
ステムが数多く提案されている．
本論文では，教師無し信号に対して有効な分類が可

能な自己組織化マップ (Self-Organizing Maps:SOM)
を用いた菱形，ならびに円形の道路標識に対する認識
手法を提案する．

2 菱形・円形標識種別認識手法
本節では，抽出された標識を自己組織化マップ (SOM)

を用いて認識する手法を述べる．

2.1 菱形標識認識
SOMを用いた菱形標識の認識手法について述べる．

まず，抽出された菱形標識を四隅の無駄な背景を取り
除く意味で 45度回転させ，さらに標識部のみを切り
取る．そして，それを二値化して 0 と 1 のデータを
生成する．その際に画像のサイズは 16× 16 にリサ
イズする．

図 1: 質問画像データの生成

2.1.1 参照画像のデータ生成

あらかじめ用意したデータベースより質問画像の
データ化と同様の手順で生成する．

図 2: 参照画像

得られたデータを学習させることによって得られた
SOM を図 3に示す．

図 3: 菱形参照画像の学習マップ

2.2 円形標識認識
前節で述べたアフィン変換を用いた SOM による識

別を円形標識に対して直截的に使用しても良好な結果
は得られない．
考えられる理由として現存する連想メカニズムを用

いて，道路標識などの識別を行う場合，マトリクス上
の数値配列が得やすい菱形標識と比較して，円形の標
識は得られた画像データ情報の有効な活用という点で
既にある種の困難さを伴っているからである．
そこで，標識領域を矩形で限定しても四隅に無駄な

部分があるため，単にそのままの画像をデータに変
換するのではなく，極座標を用いて一度画像を変換し
てからデータにし，それから学習，認識をすることと
した．

2.2.1 極座標を用いたデータ変換
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図 4: 極座標によるピクセルトレース方向

図 4のように，図の中心の座標を (X,Y ) とすると，
中心から半径 r，角度 θで表される座標は

x = r cos θ + X

y = −r sin θ + Y (1)

となり，一周するごとに半径 rの値を大きくしていき
画像の大きさの半分 (今回は 32×32[pixel]なので 16)
になるまでピクセルをトレースしていく．
本論文では，rを 0.1 きざみ θを 1 きざみで増加さ

せた．
ただ，このままデータ化してしまうと縦軸 r =150×

横軸角度 θ =360とサイズが大きくなってしまうため
データ化したあと縦横共に 10分の 1にリサイズする．

2.3 参照標識画像
本論文で学習させる参照画像を図 5に示す．

図 5: 参照画像 (実サイズ 64×64[pixel])

図 5 の参照画像を菱形標識のときと同様な手順で
SOM による学習を行い，認識結果を調べたところ，
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良好な認識率は得られなかった．そこで，この方法に
以下の改良点を加えた方法を本論文での提案手法と
する．

2.4 速度標識に特化したデータ変換法

制限速度標識において，情報として重要な部分は限
定抽出された画像データのうち，ごく限られた部分で
あることが分かる．本研究では，速度制限標識の連想
による識別を有効に行うために極座標変換を用いた新
しいデータの構築法について述べる．具体的には赤枠
内かつ左半分だけを極座標を用いてデータ化すること
とした．
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図 6: 極座標によるピクセルトレース方向

式 (1)と同様にピクセルのトレースを行うが，画像
全てのトレースを行うのではなく，図 6のように，網
掛けの部分のみをトレースするように rと θの範囲を
調整する．
変換した画像を先と同様に縦 20×横 36[pixel]にリ

サイズする．

2.5 参照画像と極座標変換画像

学習する為の参照画像は 先と同様 図 5 の速度制限
標識を使用する．
改良手法を用いて参照画像を極座標変換したものを

図 7に示す．

図 7: 極座標変換画像 (実サイズ 20×36 [pixel])

図 7の画像をさらに二値化した画像のデータを用い
て学習したときの 自己組織化マップ (SOM) を 図 8
に示す．(マップサイズ [20,20]，学習率 = 0.6，学習
半径 = 4)

図 8: 速度制限標識に対する SOM

3 検証
提案手法の有効性を確かめるため検証を行った．

3.1 菱形標識認識手法の検証

菱形標識認識について提案手法によって得られた結
果の一部を図 3に示し，認識率を表 1に示す．(学習
回数 10000，マップサイズ 10×10) この際，両手法に
おいて使用した実験画像は全く同じ物とし，学習デー
タも同じとする．実験画像は 100枚とする．

表 1: 菱形標識認識結果
認識手法 認識率

アソシアトロン 70%

SOM 85%

3.2 円形標識認識手法の検証

円形標識認識について提案手法において得られた結
果を表 2に示す (学習回数 1000，マップサイズ 20×20，
実験画像約 100枚)．

表 2: 円形標識認識結果
標識 (km/h) 認識率 (%)

30 41.7～58.3
40 84.4～87.5
50 61.8～76.4

マップの境界が少し不明瞭であり，かつ SOM の特
徴を考慮すると，どうしても結果に主観が介在せざる
を得ない．その為，識別を寛容に行った場合と，厳格
に行った場合で判定に差異が生じる．表 2の認識率が
レンジで示されているのはその為である．

4 おわりに
本論文の提案手法を検証した結果，菱形警戒標識に

関しては，アソシアトロンという別の手法と同じ実
験画像，同じデータ作成法で認識させたにも関わらず
SOM の方が認識率が高いという結果が得られ，認識
においての SOM の有効性が確認された．また，円
形標識においては，他の研究と実験が同条件ではない
ため，直接的な比較は難しいが，提案手法は最高でも
87.5% という結果が得られたことで，本論文での提案
手法は有効であるということが言える．
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