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循環式移動栽培におけるイチゴの果実径推定手法
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Abstract 

To monitor the growth of strawberry fruits in a movable bench system， we developed 
an algorithm for estimating the fruit diameter using images from a digital color camera 
and a time-of-flight sensor， which were equipped under the movable bench system. The 
shapes of the detected fruit were modified using an aspect ratio calculated based on the 
distance information. A total of 180 fruits within a wide range of maturity were tested 
using a measurement system. The RMS error for the fruit diameter was 3.5 mm (11.7 
%). The accuracy depends on the level of overlap， which is classified into four patterns: 
(A) there are no overlapping fruits， (B) a fruit is exposed but overlaps to ripened fruits， 

(C) a fruit is hidden by immature fruits， and (D) a fruit both overlaps to ripened fruits 
and is hidden by immature fruits. The RMS errors for these patterns were 2.2 mm (8.3 
%)， 3.7 mm (10.3 %)， 3.5 mm (11.5 %)， and 4.9 mm (14.7 %)， respectively. This indi-
cates that the measurement accuracy is relatively high even when the target fruit is in a 
state such as (B) or (C). 

Keywords: fruit diameter， image processing， movable bench system， strawberry， time-
of-flight 
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諸 自

作物には，たとえ環境制御されたハウス内であっても個体こ、

とに生育状態のばらつきが存在し，その状態は刻一刻と変化
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している.このため，高品質な作物の安定生産を目指し，好 ベースに，生育中のイチゴの果実径の推定を試みる.循環式

適な栽培環境の制御を効率良く，精度良く行うためには，非 移動栽培で生育中の果実は，高設栽培と同様に，空中に垂

破壊非接触で多数の個体の生育状態を逮続計測することが れ下がった状態で着呆している.このような栽培様式で栽培

必要。であり，そのための最も有望な計測手法が画像計 ベッドの下側から撮影した画像から果実径を推定するために

測 2)である. は，考慮すべきポイントがいくつかある.まず，果柄の長さや

計測すべき生育情報は多岐にわたるが，果菜類や果樹の 果房内の果実数によって着果高さに差があるため，距離情報

生産では，果実の大きさは重要な情報の一つである.これ による補正が必要である.次に，最近育成された品種の果実

は，生育中の全果実を認識し，その大きさを経時的に把握で は円錐形か長円形が多い 17) つまり，果実径より果実長が長

きれば，収穫時期や収量の予測の判断材料となりうるためで いことから，果実の傾きが大きいと下方から果実側面が見え，

ある.画像計測による既往の研究例として，メロンでは，生育 径の推定誤差が大きくなると考えられる.また，イチゴは，痩

中の果実の経時変化を観察するために，一定距離に設置し 果が着色した後，果頂部側から徐々に着色が進む 18)ので，

たカメラで撮影した果実の投影面積から体積を推測する手法 一定以上着色が進んだ果実では全体が赤く見えるが，それよ

が開発され，栽培管理への適用の可能性が示された 3) カン り低着色な果実では外周に未着色部分が残るこのため，着

キツにおいてカラーカメラと超音波センサを用いることで，距離 色度合に応じた果実領域の検出を行う必要があるこのよう

情報を加味した果実径の推定手法が開発され.RMSEが なポイントを考慮することにより，着来高さによる影響を補正し

0.4cmであったと報告された 4) さらに，果実が房状になるた て低着色から高着色果実まで対応可能な果実径推定アルゴ

め対象領域の検出が難しいブドウにおいて，ハフ変換等を用 リズムを考案するとともに，果実の傾きが果実径推定に及ぼす

いて果実径を推定した結果，実測値と推定値の相関係数と 影響について調べた.そして，生育中の品種「紅ほっぺ」

して 0.8が得られた 5) また，リンゴでは，サーマルカメラを用 を用いて赤色果実の果実径を推定しその精度を検証した.

いて撮影した画像を基に着果する果実の直径を推定した結

果，実測値と推定値の相関係数がおよそ 0.70であったと報 材料および方法

告されている 6)

しかし，わが国の主要な果菜類であるトマトやイチゴにおい

ては，選別のために大きさを推定する方法 7-9)が開発されて

いるが，着果状態での推定に適用した事例はほとんどない.

一方で，近年安価な RGB-Depthセンサとしてキネクトセン

サ(マイクロソフト)が発売され，距離情報を2次元の画像と

して取得することが身近となった.作物の生育情報を取得す

るツールとしても利用されはじめており，距離画像を用いたトマ

トの草丈の計測手法 10) トマトの受光態勢の評価手法 11)お

よびイチゴ群落の3次元情報の取得手法 12)が開発された.

今後，利用が進むことが予想される距離画像を用いれば，複

雑に着果する果房を立体的にとらえて果実を個別認識するこ

とや3次元的に着果する果実までの距離情報を取得して大き

さを推定することに効果的であると恩われる

このような背景のもと，筆者らのグループは，イチゴを対象と

して生育する全赤色果実のおよそ 95%を認識可能な果実

計数アルゴリズムを開発した 13) これは，密植栽培を目指すイ

チゴの循環式移動栽培 14.15)において，循環する全ての栽培

ベッドが定点を通過するという特徴を生かし，栽培ベッドを長

手方向に移動させる横移送装置に設置したデジタルカラーカ

メラと time-of-flight(TOF)センサによって，果実の視認

性が良い下方から撮影したカラー画像と距離画像を基に果実

を計数する手法である 16)

本研究では，これまでに開発した果実計数アルゴリズムを

l 果実についての定義

1.1 果実の部位

果実が植物体についている部分と反対の部分は.["果頂

部」と呼ばれる 19) 本報では，果頂部に対して果実のへタ側

を「巣底部J.来頂部の頂点と呆底部のヘタの基部を結ぶ

直線を「中心軸J.中心軸の長さを「果実長」と呼ぶことと

する.また果底部と果頂部の間で最も肥大した位置の検径

Model used to define the dimensions of a 
S仕awbeny.
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Fig. 2 Schematic diagram of the measurement system. 

を「果実径Jと定義する (Fig.1).なお，本試験では，ノギ

スを用いて中心軸に垂直に計測を行い，最長となる部分の長

さを果実径とした.

1.2 果実の着色度合い

本報では，果頂部が赤く色づき始める前の果実を「未熟

果実j，果頂部が赤く色づき始めた果実を「赤色果実j，赤

色果実のうち果頂部恨Ijから見て赤色部の周囲に未着色部が

見える果実を「低着色果実j，未着色部が見えない果実を

「高着色果実」と定義する.

2.ベッド移動型果実撮影装置

ベッド移動型果実撮影装置 (Fig.2，以下，移動型撮影

装置)は，長手方向に栽培ベッドを移動させる横移送部(ス

テッピングモータ:オリエンタルモーター， ARM98SAK-

T30) ，下方から果実周辺を撮影する撮影部(白色 LED

(日進電子工業 :WDL -26015)， RGBカメラ (Basler:

acA1300 -30gc，ピクセルサイズ 3.75μm(H) x 3.75μm 

(W)，有効画素数・1296x 964画素，フレームレート:30 

fps) ，レンズ(富士フィルム:DF6HA-1B，焦点距離 :6

mm)， TOFセンサ (Mesalmaging : SR4000，有効画素数

: 176 x 144画素，視野角:43.6 x 34.6度，計測範囲:0.3 

-5.0m，絶対距離精度::t10mm))，栽培ベッド番号を認

識する個別認識部 (RFIDタグ，アンテナ:オムロン， V680一

D1KP66T， V680 -HS65 -W)およびそれらの動きを制御

する制御部 (CPU:Core2， 2.4 GHz)からなる

移動型撮影装置による撮影は，一定速度で移動する栽培

ベッドに対し，下方に固定した撮影部が真上の画素列をライ

ンスキャンのように順次取得して時系列で合成することにより

行われるこれにより，長さによらず栽培ベッドの全体画像が

取得可能であり， RGBカメラと TOFセンサを進行方向に沿っ

て配置しているため，カラー画像と距離画像をアフィン変換に

よって簡易に重ね合わせることができる.一方で，このような手

法で撮影することにより，ピンホールタイフ.カメラのラインスキャ

ンカメラで奥行きのある画像を撮影した場合と同様に，カメラ

からの距離に応じて画像中の物体の横軸(移動軸， Fig.2 

中の矢印)と縦軸の比が実物と異なる.このため， 果実径を

推定するためには，着果果実の高さに応じて縦軸と横軸の関

係を補正することが必要である

3.果実径推定アルゴリズム

画像処理を用いた果実計数アルゴリズムをベースに，果実

径推定アルゴリズムを開発した (Fig.3).果実計数アルゴリ

ズムは，移動型撮影装置で撮影された2枚の栽培ベッドの全

体画像(カラー，距離)を解析し， 1台の栽培ベッド中の赤

色果実数および未熟果実数を計算する.その特徴は，同色

果実同士が重なった領域を色情報を基にした粒子解析手法

によって分離することに加え，同領域内の距離情報を判別分

析法により分割することである.しかし，果実計数アルゴリズム

は未熟果実の検出精度が低いこと，また，未熟果実は肥大

途中で摘果される可能性があることから，果実径推定アルゴ

リズムでは赤色果実を対象とし，果実の検出から果実径の推

定までを行う.

果実径の推定は，まず.栽培ベッドの全体画像からラベリン

グされた果実領域を含む矩形を抜き出す (Fig.3-[1]).抜き

18一
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(a) Flow for estimation of the strawberry size 
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(b) Example of correcting aspect ratio by depth information 
in the case of mature and non overlapping fruit 

Fig. 3 Image processing algorithm to estimate a fruit diameter. 
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Fig. 4 Representative images showing process for detecting immature fruit. 

出す矩形の大きさは，検出領域が実際の果実領域より小さい 3-[2]) 矩形内にある対象外果実は，重心位置と矩形の中

場合を考慮しつつ，周囲の果実が含まれないようにできる限り 心位置の距離を基に除去した .

小さく抜き出すために，縦軸横軸ともに検出画素数の2倍の 赤色領域の抽出時，対象果実が低着色の場合や赤色呆

大きさとした.続いて， R-G画像を基に判別分析法によって 実同土の重なりがある場合は，それを判断して果実領域の抽

2値化することで矩形内における赤色領域を抽出する (Fig. 出を行う (Fig.3ー [3]， [4]).低着色果実 (Fig.4-(i))で

19 
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は，赤色部のみを検出しても実際の果実領域と一致しない.

そこで，未着色領域が強調されるB+G画像 (Fig.4

(ii) )を作成し判別分析法によって求めた関値が70以上

の場合，矩形内に未着色の領域が存在すると判断し対象

呆実が低着色果実かどうかを確認するまず，未着色部を含

む果実全体が矩形内に収まっていないことが考えられるた

め，全体画像から通常の抽出矩形 (Fig.3一[1])に比べて

縦，横軸ともに画素数を1.5倍に増やして抽出しなおす

(Fig.4ー (iu)).続いて.B+G画像の2値化領域からノイズ

を除去した未着色の領域 (Fig.4-(iv) )において，隣接す

る未熟果実との誤検出を避けることを目的に，矩形の中心付

4.1 縦横比の補正係数の算出

移動型撮影装置による撮影は，栽培ベッドの移動速度 16

mms-1で行われ.125秒の撮影により取得される栽培ベッド

の全体画像の横軸に写る長さは 2mである.取得される栽

培ベッドの全体画像は.958画素(縦)x5867画素(横)で

あるため，横軸 1画素あたりの長さ Cは0.34(mm x画

素一1)と計算される.縦軸 1画素あたりの長さRz(mmx画

素 1)とカメラからの距離Z(mm)の関係は，レンズの焦点

距離f(6mm)とカメラのピクセルサイズP(3.75 X 10-3 

mm)を用いて式 (1)のように表される.したがって，栽培ベ

ッドの全体画像中の被写体における縦横比の補正係数Kは

近に重心が存在し，かつ，赤色部 (Fig.4-(v))と接するか 式 (2)のように導かれる.

重なる場合 (Fig.4ー (vi)).未着色の領域が対象果実領域

の未着色部であると判断した.そして，赤色部と未着色部の Rz=Pxj-1xZ (1) 

和領域 (Fig.4-(vu) )を作成し穴埋め等によって形を整

えて対象の低着色呆実領域 (Fig.4ー(v温))とした.また，

赤色果実同士が重なっている場合，色情報を基にした粒子

解析手法に加え，重なり領域内の距離情報を判別分析法に

より分離することで果実領域の分離を行った.

これらの手法によって果実領域Rcの抽出 (Fig.3ー [5])

が終わると，距離画像内におけるRcの座標領域である距離

情報Rd(Fig.3一[6])から，果実径を決定する位置までの

高きである着果高さLを算出する.まず，カラー画像とアフィ

ン変換後の距離画像に座標位置のずれが存在することか

ら，距離情報Rdを判別分析法によって2値化することで対

象外領域を除去する (Fig.3一[7]).さらに，最外周の距離

情報の平均を着果高さLとして出力し (Fig.3ー[8]).これを

基に対象呆実の矩形領域の縦軸と横軸の関係を補正した

(Fig.3-[9]) なお，補正方法の検討は次節で述べる.その

後，再び矩形内において果実領域を検出し (Fig.3ー[10]).

最大径を求め (Fig.3ー [11]).これを推定果実径とし，一つ

の呆実についての処理を終了する.この処理を栽培ベッドの

全体画像内の検出果実領域全てに対して施す.

4 対象果実の矩形領域の縦横比の補正方法

移動型撮影装置を用いた撮影では，ラインスキャンにより奥

行きのある空間を撮影した場合と同様に，カメラからの距離に

応じて被写体の横軸と縦軸の岡素聞に歪みが生じる.つま

り，被写体の縦軸の画素数は，通常のカメラ撮影と同様に撮

影装置からの距離によって変化するが，被写体の横軸の画

素数は，撮影距離によらず撮影装置の上を通過する時間によ

って決まる.したがって，果実径を推定するためには，この歪

みを補正する必要がある縦横比を補正する係数(縦軸の

画素あたり長さ×横軸の画素あたり長さつには，カメラの内

部パラメータから得られる理論値Kと，被写体の縦横比を実

測した結果から得られる値Kmとが考えられる.

K = Rz X C-1 = 1.84 X 10-3 x Z (2) 

次に，直径40mmの白色球体を用いて縦横比の補正係

数Kmを実験により求めた.まず，移動型撮影装置に白色球

体を吊り下げて栽培ベッドの全体画像を取得した.カメラから

白色球体の中心まで、の距離Zmは，着果高さを想定して 300

-650mmの関で50mmおきに8段階とした.そして，各設

定距離で撮影した画像から，画像処理によって白色球体を検

出してフェレ径を求め，カメラから白色球体の中心までの距離

Zmと縦横比の補正係数Kmの関係を表すと式 (3)のよう

になる.

Km = 1.90 x 10-3 x Zm + 0.0474 (3) 

4.2 イチコ.果実を用いた縦横比の補正精度の検証

補正係数Kおよび、Kmを用いて縦横比を補正したときのイ

チゴの果実径の推定精度を調査した.本試験では，果実の

傾き，着色度合いや着呆状態の影響が小さくなるように，移

動型撮影装置に品種「紅ほっぺ」の高着色呆実20呆

(平均果実径36.5mm)を中心軸と撮影装置のレンズ面がほ

ぼ直行するように，かつ，お互いの果実が隣接しないように吊

り下げ，呆実径の高さを基準に400.500. 600 mmの3条件

で撮影した.そして，縦横比の補正係数KとKmの2種類

で推定した値と実測値とを比較して精度を調べたなお，栽

培ベッドの全体画像撮影時の照度は，果実周辺でおよそ 300

lx -800 lxで、あった.

5 果実の傾きと投影形状の解析

高設栽培におけるイチゴは，様々な高さに着果することに

加えて，多くの場合中心軸が地面に対してある程度傾いて垂

れ下がっている.イチゴ果実は，果実長の方が果実径より長
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いことが多いため，一定程度以上傾いた果実を下方から撮 mm)，平均質量は 20.3g(標準偏差 10.3g)であった.

影すると画像に果実の果底部付近が写る.この場合，画像

中の果実領域内の最大長は，計測したい果実径ではなく果 結果および考察

底部と果頂部を結ぶ長さとなる.そこで，果実の傾きと下方か

ら見た果実領域内の最大長の変化の関係を調べるため，カ

ラーカメラで側方から撮影した果実画像 (i紅ほっぺJ74 

果)を用いて，函像処理により検出した果実領域を 1。ずつ

回転させ，各角度における画像中の果実領域内の最大長

(Fig.1中の Lb)，その変化率 (100x最大長の変化量×

O。のときの最大長勺を調べた

6.生育中イチゴの果実径の推定

6-8株の「紅ほっぺ」を植えた長さ 1mの栽培ベッド

12台(赤色果実 187果)を供試し検出できた 180果の果

実径の推定を行い，実測値と推定値とを比較した 180果の

果実の平均果実長は 37.4mm (標準偏差 8.5mm)，平均

果実径は 29.7mm (標準偏差 5.5mm)，平均質量は 12.8

g (標準偏差 6.8g)であり，栽培ベッドの全体画像撮影時

の照度は，果実周辺でおよそ 300lx -800 lxであった.ま

た果実の傾き，着色度および下方から見た果実の着果状

態を調べ，それぞれの影響について調べた.着果状態は，

Fig.5に示すように，果実の重なりが無く全体が見える「単独

(A)J，色情報を用いた単純な果実領域の検出が困難な

「赤色果実の重なり有り (B)J，色情報による検出はできるが

果実全体が見えない「下方に未熟果実有り (C)Jおよび

「赤色果実の重なりが有り，かつ，下方に未熟果実有り

(D)Jに分類してそれぞれの RMSEを調べた.

さらに，本報は果実径の推定手法の開発を目的としている

が，将来的に収量予測への適用を目指すことを想定し推定

した果実径から質量の推定を試みた.i紅ほっぺJ106果を

供試して果実径から質量を推定する近似式を算出し， 180果

の推定果実径から質量を近似して精度を評価した近似式

算出のために供試した 106果の平均果実長は 41.9mm (標

準偏差 8.5mm)，平均果実径は 34.8mm (標準偏差 6.3

A ripened fruit An immature fruit 

cf 
(A) (8) (C) (0) 

(A) There are no overlapping fruits 

(8) A fruit is exposed but overlaps to ripened fruits. 

(C) A fruit is hidden by immature fruits 

(0) A fruit both overlaps to ripened fruits is hidden by 

immature fruits目

Fig. 5 Classification of overlapping level observed 

from bottom of fruits. 

1.対象果実の矩形領域の縦横比の補正方法

カメラから果実径を決定する最も肥大した位置までの高さ

を400，500， 600 mmの3段階として各 20果の果実を猿影

し補正係数Kおよび、Kmを用いて縦横比を補正した場合

の果実径の推定誤差を調べた.その結果，のベ 60果に対

する RMSEは，補正係数Kで2.1mm，補正係数Kmで

1.7mmであった 着果高さ別に見ると，補正係数Kを用い

た場合の RMSEは，高さ 400mmのとき 1.9mm，高さ 500

mmのとき1.9mm，高さ 600mmのとき 2.4mmであった.

補正係数Kmを用いた場合は，高さ 400mmのとき1.8

mm，高さ 500mmのとき1.6mm，高さ 600mmのとき1.6

mmであったこのように，補正係数KとKmを用いた果実

径の推定には，どちらにも一定の誤差が生じたこの原因は，

ノイズを処理するための膨張，収縮などの画像処理，果実の

扇平度合いや表面の凹凸といった果実の形状および、照明の

影響が考えられるが，補正係数Kmを用いた場合の方が，

着果高さによる推定値の RMSEの変化が小さく，全体として

もRMSEが小きかったことから，本研究では，補正係数Km

を用いることとした.

2.果実の傾きと投影形状の解析

品種「紅ほっぺJ74果を供試し果実の傾きと下方から

撮影した画像中の泉実領域内の最大長の変化率の関係を

調べた結果を Fig.6に示す.垂下した果実の中心軸が側面

からみてO。となる角度を基点として回転させ始めると，徐々に

最大長の変化率が上昇し始め，平均で 250 (標準偏差

40

) を変曲点として上昇度合いが大きくなることがわかった.

30 
n = 74 

25 

話)'、‘ 20 
由

0c 3 

315 
‘← 。
E2ZE 13 10 

5 

。
。 10 20 30 40 50 

Angle of fruit (0) 

Fig. 6 Relationship between rate of change of the 

longest length and fruit orientation 
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傾きが250未満の最大長の変化率の上昇は，果実の回転過

程を観察した結果から，呆実径を含む円 (Fig.1のCircle

1)が真円でなく楕円であることに起因すると考えられた.ま

た，傾きが250以上の最大長の変化率の上昇は，計測対象

が果実径から果実長に変化したことによるものと推察された.

変曲点の標準偏差が40であり，果実長と果実径の比率や

Fig.1の円 1と円 2をつなぐ曲面形状によって個体差がある

と考えられるものの，果実の傾きが250未満であれば下方か

ら呆実径を推定することができると判断された.

3.生育中イチゴの果実径の推定

検出できた 180果を対象に果実径の推定を行った結果，

実測値に対する推定値の RMSEは3.5mm (RMSPE 11.7 

%)，相関係数は 0.84であった.

果実の傾きは，最大280，最小 00，平均 10。であり， 97%

の果実では，傾きが 25 0未満であった• 250以上の傾きの呆

実は6果あったが，処理画像を観察した結果，果実長方向

の長さを計測した果実は3果のみであり，誤差率 (100x誤

差×実測果実径 1)は平均で8.4%であった.ただし栽

培条件により，大きな傾きが生じる場合には，果柄折れ防止

器具を適切な位置に設置する等，果実を垂下させるような対

策が必要と考えられた

180呆の検出呆実のうち 23果の果実の外周に未着色部

が観察されたこの 23果の低着色果実のうち 20果の果実

は，果実径推定アルゴリズムによって低着色と判断され，低着

色果実の実測値に対する推定値の RMSEは2.9mm

(RMSPE 6.6 %)で、あった.これに対して，未着色部を検出

せず赤色部のみを用いて推定した場合の RMSEが 10.6

mm (RMSPE 24.5 %)であり，未着色部と赤色部を合わせ

た果実領域の検出によって低着色果実の果実径推定精度が

向上することが、検証された (Fig.7).

一方，低着色果実と判断されなかった果実が3呆あった

このうちの 2呆は，抽出した呆実検出領域が非常に小さく，

呆実周囲の矩形内に未着色の領域が無かったため低着色

果実と認識されなかった.残りの 1果は，未着色部を隣接す

る未熟果実とまとめて検出し，重心位置が中心付近からずれ

たためにノイズとして除去された.

次に，着呆状態別の大きさ推定結果を Fig.8に示す着

果状態 (A)は60果あり， RMSEは2.2mm (RMSPE 8.3 

%)，相関係数は0.92で、あった.着呆状態 (B)は47果あ

り， RMSEは3.7mm (RMSPE 10.3 %に相関係数が0.77

と，着呆状態 (A)と比較すると精度が低下した.これは，重

なり果実領域を分離する処理に原因があると考えられ.呆実

の膨張収縮を繰り返して円形領域を推測する粒子解析手法

では，領域を大きく推定することが多かった.一方，距離情報

による分離では，果実の輪郭部分における距離情報の欠損

50 
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40 
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(εε)CO一潟
εZ的凶

10 
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。 10 20 30 40 50 

Measurement (mm) 

o Corrected data by process of detection for imma!ure 
frui!， RMSE = 2.9 mm 

x Non司correc!edda!a by process of de!ec!ion for 
imma!ure frui! ， RMSE = 10.6 mm 

Fig. 7 Result for estimated diameters of the 
immature fruit. 

により，検出領域が狭くなったことから小さく推定された.着呆

状態 (C)は45呆あり， RMSEは3.5mm (RMSPE 11.5 

%)，相関係数0.87で、あった.下方に存在する未熟果実によ

り対象果実の一部が隠されることでと対象果実を小さく推定

する傾向が見られたが，全体として大きな精度低下は見られ

なかった.この原因は，未熟呆実は赤色果実に対して軽いこ

とに加え花序も遅いことから，赤色果実の下方を大きく隠す

ことが少ないためと考えられた着果状態 (D)は28呆あ

り， RMSE 4.9 mm (RMSPE 14.7 %)，相関係数は 0.71と最

も精度が低かった.これは，複雑な着呆状態においては対象

果実が隠れてしまうことにより，対象果実の見えている部分の

形が様々となり，形状認識等によるノイズ、除去が困難となった

結果，正確な果実の検出が行えなかったためでLあった.

果実径推定アルゴリズムにより，着果高さや着色度の果実

径推定への影響を取り除けた.これにより，肥大後の高着色

呆実の果実径データを蓄積し，栽培ベッド毎に生育状態を把

握することで，次に出奮する果実に対する栽培管理指標とし

て利用できるだけでなく，肥大途中の低着色果実の呆実径変

化を把握することで，着呆中の呆実に対する栽培管理へ活

かすことにも期待できる.一方，着来状態が (A)から (D)

へと複雑になるほと守推定精度が低くなったことから，着果状態

による影響を小さくすることが今後の課題として残った.これを

解決するための方策として，果実同士の重なりによる対象果

実の隠れ領域を，ハフ変換なと舎を用いて推測すること等が挙

げられる.また，推定精度の向上を目指すとともに，取得した

全果実径データを栽培管理指標とした栽培試験を行うこと

で，栽培管理へ適用するために十分と考えられる生育中イチ

22 



循環式移動栽培におけるイチゴの呆実径推定手法

50 50 . .・
.ω 

40 40 o 9' 

/型車?Jω
三E30 

o n uv dヲ2-/n一甲 o 

3Uc E EU= J 3 20 

30 
Fi 。

20 
n = 47 

10 R = 0.92 10 ー.・ R = 0.77 
RMSE= 2.2 .・ RMSE = 3.7 

。 10 20 (A) 30 40 50 10 20 (B) 30 40 50 

50 50 ......... ー-.・

40 

生ず子。
40 .' 

ε( E 30 30 
。:狩。

UH c g Eω 20 

pPJoOpzi 。8

.・も。.。 20 o (ラ

。 n = 45 .・ 。 n = 28 . 
10 .......・ R = 0.87 10 R= 0.71 

RMSE= 3.5 RMSE=4.9 ..' 。 。
。 10 20 30 40 50 10 2030 

(m 
40 50 

Measurement (mm) Measurement (mm) 
(C) (D) 

Fig. 8 Estimated results for maximum diameter of strawberries. 
(A) No overlapping fruit， (B) Overlapping red fruit， (C) Hidden by 
immature fruits (D) Overlapping red fruit and hidden by immature fruit 

179 

ゴの果実径推定精度を明らかにする必要がある.

4.生育中イチゴの果実質量の推定

果実径から質量を推定するために教示した 106果のイチ

ゴ果実の果実径とその質量をフ。ロットした結果を Fig.9に示

す.果実径D (mm)と果実質量 W(g)の関係は，式

(4)のような三次式で近似することができ，決定係数0.96，

RMSEが2.1gで、あった.

能性が考えられ，今後の検討課題である.また，特に着来状

態 (B)のRMSPEが大きくなる特徴が見られた.これは，

着呆状態 (B)で果実径を大きく推定する傾向があったため

で，質量を近似することで、誤差がより強調される結果となった.

W ニ 0.414X 10-3 X D3 + 1.104 (4) 

摘 要

循環式移動栽培における生育中イチゴの果実径推定手法

の開発を目指し着果高さ，着色度および着呆状態への適応

を考慮した果実径推定アルゴリズムを考案し精度を調べた

式 (4)を用いて推定径から質量を近似した結果を Fig. 結果，以下の知見が得られた

10に示す.実測値に対する近似値の RMSEは，全体で4.1 1)イチゴ果実の中心軸の傾きが，果実径推定に与える影響

g (RMSPE 26.7 %)であり，相関係数は 0.82で、あった.着 を調べた結果，傾きが25。以上になると下方から見た呆実

果状態別の RMSE(RMSPE)は，平均 9.6gの着果状態 画像において果実径方向よりも果実長方向の長さが長くな

(A)で2.1g (19.0 %)，平均 12.4gの着果状態 (B)で り，果実径の推定誤差が大きくなることがわかった.

4.5 g (32.3 %)，平均 15.2gの 着 果 状 態 (C)で4.4g 2)果実径推定アルゴリズムの高さ補正精度を確認するため

(25.0%)，平均 16.4gの 着呆状態 (D)で5.7g (32.5 に，撮影部から 400~600mm の高さに果実を配置した

%)で、あった.着果状態 (A)を含め全ての着呆状態の 20果(平均果実径36.5mm)の果実径を補正係数Km

RMSPEが呆実径推定時と比較して大きくなったことは.果実 を用いて推定した結果， RMSEは400mmで1.8mm，

径以外の特徴量による影響が原因であると推察された.影響 500mmで1.6mm， 600 mmで1.6mmであり，高さによ

を与えている果実径以外の特徴量は，果実長や偏平度合い らず、良好に推定可能であった.

等が考えられる.果実長は本手法で取得した果実領域内の 3) r紅ほっぺ」が 6~8株生育する長さ 1m の栽培ベッド

距離情報の範囲から.偏平度合いは本手法で求めた最大径 12台を供試して果実径推定アルゴリズムにより果実径を推

である果実径に対して最小径を推定することで計算できる可 定した結果，検出した 180呆の実測値に対する推定値の
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RMSEは3.5mm (RMSPE 11.7 %)であった.

果実の外周に未着色部が残る 23果の果実のうち 20呆

を低着色果実と識別でき，低着色果実の実測値に対する

推定値の RMSEは2.9mm (RMSPE 6.6 %)であった.

着果状態別の RMSEは，対象果実が単独で存在する

場合 2.2mm (RMSPE 8.3 %に赤色果実の重なりがある

場合 3.7mm (RMSPE 10.3 %に下方に未熟果実がある

場合3.5mm (RMSPE 11.5 %).赤色果実の重なりがあ

り，かつ，未熟果実が下方にある場合で4.9mm

(RMSPE 14.7 %)で、あった.同色果実の重なりゃ下方に

未熟呆実がある場合でも比較的良好な推定が可能で、あっ

たが，着呆状態が複雑で果実の検出が困難な場合，推定

精度が低下した.
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