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運転支援システムのための SVM を用いた外れ値検出の検討
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はじめに

動車を先行車に追従走行させて制御データを収集する．

制御システムはコンピュータの性能向上に伴って，大

また，人為的にシステム異常を発生させた場合の異常

規模化，ネットワーク化している [1]．このような大規

時のデータも収集する．この 2 種類のデータの違いか

模なコンピュータシステムはシステム障害時の原因特

ら，システム異常による外れ値を自動的に検出する．

定を困難にし，システムの信頼性を低下させる懸念が

まず，走行実験によって収集された制御データを

ある．そのためシステム全体で安全性を向上させる取

グラフ化ツールを用いて可視化し分析する．その後

り組みが求められている [2].

SVM(Support Vector Machine)[4] による機械学習を

図 1 は提案しているデータ学習型障害監視システム

用いて外れ値の自動的な検出を行う．

[3] の概要を示す．本研究では運転支援システムのデー
タに対しての機械学習による外れ値検出を検討する．運
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走行実験によるデータ収集と分析

転支援システムの一つである ACC (Adaptive Cruise

ACC を搭載した自動車を用いて制御データ収集を

Control) を対象として取り上げる．ACC は先行車との

行った．システム正常時とシステム異常時の 2 つの状

車間距離を保ちつつ，一定速度で走行する機能である．

況を想定し，走行状態での ACC の制御データを収集

この ACC の制御用データを取得して正常モデルを作

した．

成する．作成した正常モデルを実際に運用されている

ここで，外れ値とは，システム異常により ACC 車

システムのデータと比較する．そのモデルから外れた

が先行車をロストして車間距離が最大値をとる値とす

値を外れ値とし，外れ値を検出した場合，障害の可能

る．具体的には最大値である 255 が外れ値である．一

性を疑い診断につなげる．

方，システム正常時においてもカーブや坂の勾配等の
環境によって先行車をロストすることがあることが分
かっている．これらは正常値（偽外れ値）とした．
実験ではカーブや直線を含む一般道路で，ACC を動
作させて先行車に対して追従走行させた．この際，ド
ライブレコーダーの GPS を使用して 3 次元の位置を
計測した．また，システム異常を想定して ACC のセ
ンサであるミリ波レーダの左半面を遮蔽して走行した．

GPS で得られた位置情報と ACC の制御データから
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図 1: データ学習型障害監視システムの概要

2 種類の走行経路グラフを作成した．これらのグラフ
上に先行車のロスト地点をプロットした．図 2 は正常

提案手法

状態の走行経路グラフである．図 3 はミリ波レーダを

運転支援システムの正常時の動作時の制御データを

遮蔽した異常状態の走行経路グラフである．図 2，図

正常値として，異常時の外れ値を自動的に識別する．

3 共に，線は走行経路を示しており，点は先行車のロ

本研究では正常モデル作成のため ACC を搭載した自

スト地点を示している．なお，図中の矢印部分を ACC
の始点と終点としているため，それ以外の部分の先行
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車のロストは考慮しないものとする．

3-401

Copyright 2017 Information Processing Society of Japan.
All Rights Reserved.

情報処理学会第 79 回全国大会

表 1: SVM の識別結果
分類（ラベル） 適合率 再現率
正常値（0）

0.97

0.99

外れ値（1）

0.91

0.71

たことで左カーブでのロスト地点が多い．
図 2: 正常状態の走行経路グラフ

受信部を遮ることにより検出角度が狭まる，または
検出範囲が小さくなることが考えられる．ミリ波レー
ダを遮蔽していること，外れ値が左カーブにおいて顕
著に現れていることから，検出角度が狭まっていると
考える．
また，SVM による外れ値の識別では，外れ値であ
るラベル 1 を適合率 91%と高い割合で識別できる．一
方，再現率は 71%と低い割合となった．これは，車速

60km 近辺の領域でラベル 1 とラベル 0 の点が交じっ
て存在しているためと考えられる．

図 3: 異常状態の走行経路グラフ

以上のことから，今回の実験では ACC の制御データ
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と，先行車のロストの関係を機械学習することで，ミ

機械学習による外れ値検出
機械学習によってシステム異常による外れ値の検出

リ波レーダの異常を外れ値として検出できると考える．

を行う実験を行った．機械学習には SVM を使用した．
車間距離，車速，カーブの角度に対して，教師データ
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本研究では，運転支援システムの外れ値検出を SVM

として外れ値のラベルを設定して，実験を行った．図

4 に SVM を使用した学習データの散布図を示す．教

おわりに

を用いて行った．

師データとして，正常値のラベルを 0 と設定し，シス

実験では ACC 搭載車を追従走行させ制御データを

テム異常時に先行車をロストした外れ値のラベルを 1

計測した．ミリ波レーダに部分的な遮蔽を行うことで，

と設定した．550 個のデータを 4 分割して交差検定を

外れ値である先行車のロストが増加することを確認し

行った．表 1 に SVM の識別結果を示す．10 回の試行

た．また，SVM を用いた機械学習によって，これら

結果では平均正答率は約 94%となった．

の外れ値を自動的に検出できる可能性があることが分
かった．
今後の課題としては，多様な道路環境への対応がある．
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ミリ波レーダの左半面を遮蔽した状態で走行した場
合，ロスト地点が増加している．特に左半面を遮蔽し
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