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1.ま えがき

一般 に、鹿や猪な どの害獣による被害 [1][2]にお

い て は 、 各 地 方 自治 団 体 にお い て も害 獣 対 策 課

[2][3]などを設 置 し、狩 猟 ・塀 な どの 従 来 対 策

[4][5][6]の強化 [7][8]では対応 不可能 と判断 され

てきた。従来の害獣対策の能動的手法 としては猟銃

による殺傷や、捕獲装置による捕獲が列挙できる。

しか しなが ら、猟銃による殺傷は狩猟有資格者の高

齢化な らび に銃刀法の改正 [9]で害獣の殺傷数の増

加を見込む ことは難 しい。 また、既存の捕獲装置は

素材、部品な どは新規なものを採用 しているが、そ

の捕獲能力は未だ不十分である。 さらに、装置の起

動は有人で行ない、随時監視が必要 とい う大きな問

題点を残 している。

具体的には、図 1に 示す よ うな最新の捕獲装置に

おいてもその捕獲率は 60%程度である[1][2]。特にそ

れ らの捕獲機構は、事前に餌付け した場所に柵状の

ワナを設置 し、人が数十 メー トル離れた ところか ら

監視す る。害獣が柵内に入つた ことを 目視で確認 し

た場合、ネ ッ ト状の天丼を人がスイ ッチ動作で落下

させて害獣を捕獲す る構造 となっている[7][8]。一

方、受動的な対策 としては、樹皮のカバー リングに

よる保護や塀 による農作物の保護が列挙できる。 し

か しなが ら、 これは直接的に害獣の減少につなが ら

ず、かえって害獣が餌を求めて人里へ進出す る要因

の一つ となつている。 これ らの害獣による被害は全

国的に も深刻で、近年マスメデ ィアにも大きく報 じ

られている。例えば、兵庫県の平成 20年 度の鹿によ

る農林被害額は 4億 2700万 円であ り、内農作物被害

[10]は1億 8700万 円に達 してお り、これ らを抑制す

ることが急務な課題 となつている[11][12]。さらに、

鹿の繁殖増加で山岳部の樹林の表皮が剥が され最終

的に山岳部の崩壊 に至るな どの危険性 も存在 してい

る[13 ] [ 1 4 ]。

本研究は このよ うな社会的背景か ら画像処理 を応

用 した無人の 自動捕獲装置の研究を継続的に行 つて

きている。
一方、赤外線 ビームセ ンサや高感度可視

カメラな ど複数セ ンサを用いた害獣捕獲 システムは

ある程度研究お よび開発が進行中である。 これ らに

おいては、害獣の顔画像を判別 し捕獲装置を起動す

るもの[15 ]、また、その個体数を数えるだけ[15 ] [ 1 6 ]

な ど、捕獲機能あるいは捕獲対象をある程度限定す

るものである。現時点において画像処理 を駆使 した

本研究が 目指すの と同様な汎用性のある自動捕獲機

能 を有す る製品は開発途上 と思われ る。特に、要望

され る捕獲装置においてはこれ までの調査報告な ら

びに森林管理関係局か らの聞き取 り調査な どよ り以

下の用件 [17 ] [ 1 8 ]が必要 と想定 され る。

(1)昼夜を問わない害獣の検知

(2)害獣の形状認識

(3)害獣の動き検知

(4)捕獲する害獣の種類 と数の任意設定

本論文では画像処理の観点 と認識機構 に焦点を当

てた 自動害獣捕獲装置実現のための知的画像処理に

よる起動信号生成手法を提案す る。特に、近年セ ン

サデバイス として開発 された Khe c t [ 1 9 ] [ 2 0 ]は赤外

線プロジェクタと赤外線カメラ、 さらに、カラーカ

メラを備えている。 この Kin e c tでは赤外線プロジェ

クタで対象に照射 され る赤外線 ドッ トパ ターンを赤

外線 カメラで受光す る。 これ によ り周囲の明るさに

影響 を受 け に くい赤 外 線 距 離 画像 (深度 画像 )

[1 9 ] [ 2 0 ]が得 られ る。 これ まで著者の研究 グループ

では、深度画像 と捕獲装置の ミニチュアを使い、′jヽ

つ
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動物を使つた実験を行つてきた。そこでは、ある程

度の外乱の影響下でも補獲装置が正常に機能するこ

とを実験的に確認 してきた[21][2 2 ]。しか しながら、

屋外においては太陽光の赤外線の影響を受けること

で、深度画像の取得が不十分[23]とな り、実用性が

得 られないことが想定 されている。 ここでは新たに

太陽光の赤外線の影響をシステムから排除するため、

深度画像 と並行 して、カラー画像 も同時に使用する

ハイブ リッ ドシステムヘの拡張を図 り、その有用性

を実験にて確認する。 これにより、新たな自動捕獲

装置、あるいは、従来機の自動化の可能性を検討す

る。
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Fig. 1.The conventionat trap systcm.

2.シ ステム構成

これまで著者の研究グループでは 1章 で示 した害獣

被害の現状 と多方面から検討されてきた捕獲対策を熟

慮 し、平野部だけでなく山岳部などにおいても害獣の

自動捕獲が可能な画像処理による捕獲装置を構想 して

きた[22][23]。その最終構想は図 2に 示すように、複

数の可視および暗視カメラによリシステムは害獣が捕

獲領域に入るのを監視 し、その形状と大きさにて種類

と個体数を認識する。 さらに、システムは害獣の動き

を検知 し、本物と判断した時点で捕獲装置を起動する。

その捕獲装置起動条件は衛星電話を介 した広域通信ネ

ットワークを利用 してシステムに送信される。また、

捕獲後の自動通報も広域通信ネットワークで監視箇所

に送信され、人の介在を最小限にとどめるシステムと

している。

本論文では、この構想を前提 とし自動捕獲システム

構築の検討としてマルチセンサデバイスである Kinect

を用いて画像処理による捕獲装置起動用信号を生成す
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る手法を提案する。特に、今回 Kinectを用いる理由は、

次のようである。つまり、Kinectは、夜間および日中

の対象の輪郭撮像が一つのデバイスで取得可能な身近

に入手できるセンサデバイスであるからである。 した

がって、そのカラー画像および深度画像を捕獲装置の

起動信号として有効に活用できることを画像処理の観

点から検討する。

さらに、起動信号生成手法の有効性をある程度現状

に近い形で実験するために、本論文では、実験用捕獲

装置も製作する。実験装置は、撮像部、認識部、通信

部、捕獲部 (実際の捕獲部の ミニチュアで縮尺は実物

の1/10)で 構成される。具体的には、撮像部はKinect、

通信部は 1/0制御ボー ド、補獲部は捕獲装置、また、

捕獲装置は複数の捕獲ユニットから構成されている。

図31こ提案する捕獲システムの実験機の概観を示す。

まず、捕獲部の対象をKinectで撮影する。この撮像

画像を認識部で解析 し、予め設定 した捕獲条件を満た

した場合、通信部を介 して捕獲装置起動信号が捕獲部

の捕獲ネット展開用 ソレノイ ドに出力さる。これによ

り、複数の捕獲ユニ ッ トのネッ トが一斉に立ち上が

る。実験には、客観性 と再現性を考慮 し、捕獲対象 と

して、ゼンマイ駆動のおもちゃ、さらに、小動物 (ハ

ムスター)を 使用するものとする。以後、各部につい

て詳細を述べる。

2.1 撮 像部

撮像装置は Kinectのみで構成される。図 4に Kinect

の主要構成を示す。また、表 1にその主要諸元を示す。

このデバイスは、 カ ラーカメラ、および、赤外線プロ

ジェクタと赤外線カメラからなる 3次 元深度センサか

ら構成されている。ここで、3次 元深度センサで深度 (カ

メラから対象までの距離情報)を 検出する方法は Light

Coding法 [24][25]を使用している。

1お―夕lm

Fig.2.Final proposed trap system overview.
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その基本測量方法は三角測量であり撮像対象の奥行き

を検出するものである。具体的には、赤外線プロジェ

クタにて、 ド ットパターンを被写体にランダムに照射

後、赤外線カメラにて、 ド ットパターンの歪みを三角

測量することで概略の深度を測定可能 となる。赤外線

プロジェクタと赤外線カメラとの間は、7.5cmとなつて

お り、目標となるものが決まればそこからの角度とは

じめにキャリブレーションした Z座 標 (プロジェクタ

から被写体方向)の 位置からの差分で、深度を求める

ことができる。

3 dttens商頂:depth meastremtt sensor

htrred ttectOr市 愉 劇 carn範

htt gray microphone

Fig。4.Construction ofthc Kincct.

Table l,   Spcciflcation ofthe Kinect

2.2 認 識部

ここでは、対象の大きさ、形状、数、さらに、動き

の検知について画像処理の観点から認識部の詳細に述

べる。画像処理の流れ としては、まず、対象が検知領

域に入つたか否かの判断を実施する。次に、対象の大

きさの判断を実施 し、捕獲対象の大きさであればその

対象に動きがあるか否かの判断を実施する。最後に、

その対象が既定の形状であるかの判断を実施する。こ

れ らの処理を撮像画像内の対象全てに対して実施 し、

所定の捕獲頭数以上であるか否かの最終判定を行 う。

ここでは、さらに屋外の使用を想定 し、種々のノイ

ズ除去の必要性から背景差分法[24][25]を導入する。

(a)BaCkgrOund dcpth scnsor imagc.

(b)Evaluated depth sensor image.

(c)DifFerential depth scnsor imagc bctwccn
background and evaluated one,

Fig。5, Sevcral dcpth scnsor imagcs using infrarcd.
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Fig。3,Expcrimcntal trap system overview.

RGB camcm r6o!ution VGA(640× 480)

rcsolution VGA(640×480)

rrame mte 30Fps

recognition icngth 04～ 6m

vc■icat vicw 43_5dcgrec

horlzontal 57_5dcgrec

市k mn郎 ±30de2ree

audio Forr8at 16-kHz、  16-bi`monauml PCM

23



まず、対象が存在 しない初期深度画像を取得後、背

景画像 として保存 し、背景画像と逐次撮像する対象を

含む深度画像の差分画像を画像処理の対象とする。図

5(a)に背景画像とする初期深度画像、図 5(b)に逐次撮

像 した処理の対象となる深度画像、さらに、図 5(c)に

逐次深度画像 と背景画像 との差分画像を示す。この差

分画像を二値化用 しきい値を用いてブロブ (隣接する

複数画素で構成される孤立領域)解 析 し[24]、以後の

画像処理を行 う。

次に、動物の動き検知について述べる。ここで、動

物の動き検知の必要性は次のようである。つまり、検

知領域において何らかの対象の画像を得た場合、それ

が、草木や岩の場合も山岳部ではあり得る。それ故、

それ らの形状が動物に近い形状をしている場合、生物

か否かを見分ける必要性がある。本システムでは形状

による誤検知を避けるため検知領域内の対象に動きの

有無を判断 して生物判定を実施することを提案 してい

る。そのため本論文では、対象の動きを検知するため

にオプティカルフロー解析を導入する。これは画像中

の輝度の空間的および時間的勾配などを手がか りに動

きを推定する手法である[24][25]。
一般に、屋外での動物の動きの有無を論議する場合、

種々の光量変動に伴 う形状認識に対するロバス ト性 も

必要となる。 したがつて、フー リエ解析や線分抽出で

対象の時間的移動を見出すことは難 しいと想定する。

そこで、著者の研究グループでは、オプティカルフロ

ー解析による対象の動きを画像の濃淡勾配を使用 して

検知することが適当と判断 している[22][23]。ここで

は、特にオプティカルフロー解析のプロックマッチン

グ法を使用する。

ブロックマ ッチング法においては、範囲内の全動き

ベク トルについてマッチング値を調べ、 最 も小さなマ

ッチング値を与える動きベク トルを動きとする。マッ

チング値はプロック内全画素のフレーム間絶対値差分

である。対象(かフレームと参照(″一F)フレーム間の位

置(メ、)の プロック仰X力 のブロックマッチング値 刀ど

は式(1)で 与えられる。

力β作,ヵ あみJ/1=Σ Σ  I鳥 (メ弘 yサ )
′=ク  ブ=ク

鳥 ′(メギ十か、/十ブ十″ )|

上式から探索範囲内の全ての 放、 ヶ について刀どを

求め、最小 〃 を与える 放、 ケ が動きベク トルとなる

[24]。認識部では、検査領域内の画像のみに対 して、
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マスのブロックマッチング値 刀どを求め、動きの推定を

行 う[22][23]。最終的に、検査領域内でx方 向或いは

y方 向の一方がしきい値を超えた場合、動きを検知 し

たと判断する。

つぎに、対象の形状認識について述べる。 まず、抽

出された対象 (ブロブ)に 対し図 6の ように外接する

長方形を設定する。これにより、物体の縦と横の長さ

が画素数により判明し、これらの数値を演算 (縦/横)

することで、アスペク ト比を算出する。ここでは、あ

らかじめ検出する対象 (実験ではおもちゃ、あるいは、

ハムスター)に 合わせてアスペク ト比の許容値を決定

しておき、許容値内である場合は、目的の形状 として

認識する。

・
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Fig.6.Setting procedure of the ctrcumscribed rectangle
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例えば、図 7(a)と(b)で示すように猪と鹿ではそのア

スペク ト比が異なり、識別は可能と思われる。ここで、

外接長方形のアスペク ト比による形状認識の採用の理

由については、以下のようである。
一般に、害獣の輪郭を抽出することは画像処理の観点

からは可能であるが、害獣の細かい輪郭形状にて種類

を認識できても害獣の個体差 (角の有無、牙の有無な

ど)は 大きく、逆に、対象の誤認識につながる危険性

がある。それ故、害獣の大まかな形状特性を認識の指

標 とするため提案手法ではプロブの外接長方形を形状

認識の指標としている。これにより、猪と鹿、あるい

は、野良大などをそれぞれの種類における個体差の影

響を大きく受けることなく認識が可能と想定される。

実際に日本の山岳部に生育する動物の種類は限定され

てお り、餌付けされた領域に入り込むような動物は、

例えば、猿、猪、鹿、兎、鳥類、野良大など[14][17]

であり、著者の研究グループでは、種々の文献調査並

びに狩猟従事者からのヒアリングによりこのテスペク
｀

卜比で目的とする害獣の形状を認識可能 と判断 してい

る[22][23]。認識部では、まず、Kinectから入手する

深度画像のみを用い、実験を実施する。ただし、本論

文では実験対象として、図 8(a)および(b)にそれぞれ示

すゼンマイ駆動のおもちゃと 2匹 のハムスターを用い

ることとする (妥当性については 3章 で詳述する)。
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(a)Aspcct ratio=05:wild boaL   (b)Aspcct ratio=0.9:Dcan

Fig 7.Aspect ratio ofthe haHnful animals.

(b)Hamsten

Fig.8 Expcrimcntal obJccts.

特に、認識のしきい値は以下のような条件で設定し、

おもちゃとハムスターに共通な設定値とするものとす

る。検査領域においては実験機の大きさを考慮 し、x

方向に 170画素、また、y方 向に 100画素とする。

さらに、大きさのしきい値は、おもちゃとハムスタ
ーの大きさがほぼ同程度であることを考慮 し、しきい

値は 780画素以上とする。形状のしきい値は、おもち

ゃとハムスターの縦横アスペク ト比がほぼ 1.0である

ので、許容値を 0.7か ら 1.3とする。
一方、おもちゃ

の動作速度は 10cm/sより、x方 向、および、y方 向の

動きベクトルのしきい値をハムスターも含め20以 Lと

する。

以後、図 9の フローチャー ト (図中の番号は処理手

順と対応)と 図 10のシステムのメニュー画面に基づき

対象の認識処理を述べる。特に図 9に おいては、捕獲

装置の起動条件が仝て成立する場合として説明をイfう

ものとする。ただ し、この場合の捕獲対象はゼンマイ

駆動のおもちゃであり、個体教は 1とする。

① 検査領域の設定をモニタリング用カラー画像

(図10(A))を用いて実施する。

② Kinectの 初期深度画像を取得 し、背景画像 (図

10( B ) )とする。

逐次採取 した深度画(図10(C))像と背景画像 (図

10(B))よりた分画像 (図10(D))を取得する。

差分抽出した深度画像を描画 (図10(E))する。

④で認識 した対象は検査領域内であるか否かの

判断を受け、この場合検査領域内の条件を満た

している。

③

Caltulaticn orthせ bl。ぃヽ artd in thc c、lractせd( hヽltct

―
⌒

⊂   m  D

Fig,9 Rccognition tlow.
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④

⑤

sct orthc chccking arca

Acquisi市on t、「thc dcPth mca、u ttnlごnt iniagc

a、lhc hackgR〕und in、aどc

Acquisllon ol thc dillヽrcntial iniagc bct、ccn thc dcPth

mcasurcmcntimagc and thc backs『Ound imagc

1、thせせ、〔ratttd o町cct in ChCCking arca!

Acquisition orthc sccond diri=rcntial inlagc ltn「

thc optical llo、analvsis

Motion dctcction by thc optical llo、analysis

E、lraction Ofthc Outlinc ltDr thc blob

Acquisition Orthc llrst dillt・「cnttal imagc lbr

OPtiCal llo、analysis

App的 、imation by a rcctangic lor c、tractcd obJcct

Trap systcm is acti、atcd
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Fig 10 Systcnl rccognition、 ic、ド.

0 0の れ|1出対象のプロブ総1向「横を算|||し、設定

lrW)780以 lをであるブ)で、1予定σ)大きさを行す

る条件を,】iたしている

30の いF像 (1対10(1,))の11女||を採取 し、0.2

秒後に⑤σ)lllll像の 21女||を採llkする:採取 した

2枚 のIHf像をオフテ ィカルフロー解析 し、動き

ベ ク トルを算|||する こび)動きベ ク トルσ)大き

さが x方 向あるいは y方 向いずれかが しきい

1ド〔20以 Lで あるσ)で対象に動きがあると判定

する.

0た 分れ|||||した深度lllll像(1対10(1,))び)プロブに

対し支方形近似を行い、長方形σ)アスヘ ク ト比

(縦/杖)がi設定の0.7～1.3の他|ナH内であるので、

れ析チ嵯ネ十象 (1又110(lf))と 子終!識う
~る

‐

以 |を1つσ)条件、つ まり、対象が校在けilll k内、大き

さが 780山F紫以 に、動きベ ク トル x、 y方 向の 一方が

20以 |を、外接長方形び)アスヘ ク ト比が 0,7から 1.3

及対_18  N o . 1 ( 2 0 1 6 . 1 2 )高速信号処理応用技術学会誌

び)他|ナH内が成 立し、 文 た、柿獲牧は 1を 11司時に満た

す せ)のとな り、装ドとが起Illlする (1対10((1))

2.3 通 信部

こ こで は通 11ギ引;につ い て述 べ る 迎 |[千11;は、

tSB/RS232C変換モジュール l( お` kび 101対御ボー ド

で構成 される 認 献部と適|!千部の迪111はRS232(に` 上る

シ リアル適|「手で行われ、柿雄出!へ起lrllJI!千けが送|!千され

る―統いて、1‐―()制御ボー ド側で起動|!千ケナを受|1手した場

合、柿ケ嵯部の ソレノイ ドが動作 し、 複 牧ブ)柿ぢ嵯ネッ ト

|11定用ラチェッ トが リンク機構に よリ ー芹に解除 され

れ析獲装ドとが起動するモ)σ)とする           i

2.4 捕 獲部

本論 文σ)i:題は従来機 モ)含めた■臥捕獲装|ドtσ)口1「像

に よる|ア1動起動|!千けσ)′lt成子f比の提案であるが、 長 り

突除的な実験をそrうため捕姓装ドとび)ミニチュアで実験

をそrう t,ブ)とする こ こでは、装ドとの籾T子、「LI:を、強

度な どの実際σ)洵!材り 校11、は りはむ しろllll姓部の機構

|               _
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お よびその構成について述べる。捕獲装置は、8個 の捕

獲ユニ ッ トより構成 されている。図 11に示す捕獲ユニ

ッ ト単体には、金属フ レームにネ ッ トが収納 されてい

る。

図 11では捕獲ユニ ッ ト単体の開閉前後を示す。 ま

た、図 12では8個の捕獲ユニ ッ トか ら構成 され る捕獲

装置の起動前後を示す。

(b)Open status ofthe capture unit.

Fig.11.Construction ofthe capture unit.

(b)Status OFthc aFtcr activating on thc trap systcm

Fig. 12.Construction of the trap system.

ここで、これまでの害獣捕獲に係わる調査報告[7][17]

から動物は餌付けされた罠に侵入する場合、逃避方向

を意識 し、民の入 り日が同時に出日であることを認識

していると想定されている。

それ故、本研究では実験装置としての捕獲機構は従

来の出入 り日のみに捕獲ネ ッ トを設置するのではな

く、四方にネットが瞬時に立ち上がる機構としている。

実験機では装置の裏面に正方形の板を配置 し、それが
一つのソレノイ ドと連結 している。 ノレノイ ドを起動

にすることでこの板を0.5秒以内に反時計方向に30度

回転させ 8個 の各捕獲ユニットのラチェットを一斉に

外す構造としている。ただし、この機構は室内実験で

動作する実験機においてのみ有効であり、フィール ド

では平坦部、斜面部、起伏部と設置場所は多様である。

それ故、フィール ドでは、個々の捕獲ユニットにそれ

ぞれネット固定用ラチェットの解除用ソレノイ ドを付

加 し、起動信号を個々のソレノイ ドに一斉に与えるも

のとすることが必要と思われる。

3.捕 獲対象の妥当性の検討

本論文では、提案手法の有効性を確認するため、捕

獲対象として、ゼンマイ駆動のおもちゃとハムスター

を採用する。ここでは、それらの妥当性を 1章 で述べ

た捕獲装置の必要要件と照合 して検討する。まず、本

提案の検証として実験には再現性 と客観性が重要であ

る。つまり、捕獲の対象は動物 というランダムな動き

を有する対象である。 したがつて、論文としての提案

手法 (特に画像による形状認識と動き判定)の 有効性

を室内の実験結果からフィール ドでの有効性 として議

論する必要性がある。その意味で、実験の再現性 と客

観性を満たす捕獲対象を考案 しなければならない。本

論文では、猪と鹿などのビデオ画像ならびに猟銃有資

格者からの種々のヒア リング、さらに、各種文献調査

[13][14]から、ぜんまい駆動のおもちゃとハムスター

を認識の対象として採用している[22][23]ち

つぎに、それぞれのフィール ドでの実験の代用とし

ての妥当性について検討する。

3.1 ゼ ンマイ駆動のおもちゃの妥当性     、

捕獲対象をゼンマイ駆動のおもちゃとした場合の妥

当性を検討する。

(1)昼夜を問わない害獣の検知

実験室内で外来光の影響を遮断 して昼夜の照度を蛍

光灯などで再現可能であり、おもちゃでの実験は妥当

と判断する。
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(a)C10Sed status ofthe capture unit.

(a)Status OFthc bcForc acttvating on thc tmp syslcm.
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(2)害獣の形状認識

実際に餌をセ ッティングした検査領域内で害獣が採

食する動作はゆっくりである[11][12]。それ故、提案

システムは一定の時間間隔で複数回の撮像を行い、撮

像毎に目的の害獣の形状認識を行 う。 したがつて、お

もちゃでのプロブ解析 と外接長方形近似は妥当である

と思われる。

(3)害獣の動き検知

予備実験では、害獣の餌を捕食するビデオなどを用

い、その動作速度を考察 している。特に、ビデオから

は捕食時の動物の動きは小さく、また、捕獲装置起動

以前では俊敏な動きはないと判断 している。以上よ

り、10cm/s前後の速度を検査領域内の害獣の動きの速

度 と解析 している。したがつて、害獣の動きの判断に

おいては、オプティカルフロー解析でその動き方 (直

進、回転、ランダム動作など)と は関係なく動作解析

が可能であり、おもちゃで妥当と思われる。

(4)捕獲する害獣の種類と数を任意設定

認識対象が動物なので撮像アングルによつては立

った状態だけでなく座 り込んだ状態、さらに、複数

の対象が折 り重なつた状態で撮像 される場合もあり

得る。ただ し、本システムは常時一定間隔で捕獲領

域を Kinectで複数回撮像 している。最終的にシステ

ムは、検査領域内、かつ、大きさが目的の害獣相当、

かつ、形状が 目的の害獣相当、かつ、動きありの 4

つの条件を満た したラベルが設定個数以上の場合に

捕獲信号を出力する。したがつて、(4)の条件に対 し

ておもちゃは妥当と思われる。

3.2 ハ ムスターの妥当性

次に、ハムスターによる実験についての妥当性を

検討する。本来、不規則な動きをする動物を捕獲対

象 としているので規則的な動きをする対象を使った

実験ではフィール ドでの可能性を検証するには不十

分であると思われ る。そこで、本論文では、本来の

捕獲対象である鹿、猪などと同じ動物であり、 か つ

捕獲装置の ミニチュアを使つて実験可能な小動物を

用いて提案手法の有効性 と実現性を検討するものと

する。

それ故、実験には動物であり捕獲装置内で実験が

可能なハムスターを用いるものとする。
一方、(3・1)

ゼンマイ駆動のおもちゃの妥当性で検討 した内容は

このハムスターにおきかえても同様に妥当と考えら

れる。 したがつて、ハムスターでの実験で得 られる

知見はフィール ドでの知見に沿 うものと思われる。
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4,実 験

ここでは、提案システムによる室内での認識および

捕獲装置起動の実験を図 13に示す装置のレイアウトに

て実施する。実験は日中および夜間を想定 した環境で

の深度画像によるものとする。まず、屋外の日中を想

定し、実験室内で蛍光灯を全灯した場合 (照度 3051ux:

10m×8m×3mの 室内 5箇 所を照度計で計測 した平均値)

とする。

Fig. 13.Layout of the experilnental device.

Fig.14.Checking area.

つぎに、夜間を想定し、前記の日中における 3種 類

の実験を実験室内の蛍光灯を全て消灯 した場合 (照度

52 1ux:10m×8m×3mの室内 5箇 所を照度計で計測 した

平均値)と する。これらは、不確定な外来光の影響を

排除するためである。             、

4.1 実 験方法 (ゼンマイ駆動のおもちゃ)

まず、ゼンマイ駆動のおもちゃを使用 し、その動き

を 3種 類に規定して実験を実施する。1種 類目は、図

14に示すような X方 向に対する対象の動作を検査領域

内と検査領域外で実施する。検査領域内で正常に検知

し、検査領域外では誤検知がないことを確認する。実

崎 ―

ン Tい
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験は各 10回行い、検査領域内外合わせて 20回 実施す

る。2種 類目は Y方 向において、X方 向と同様に対象を

検査領域内と検査領域外で動作させ、実験を各 10回行

い、検査領域内外合わせて 20回 実施する。3種 類目は

斜め方向の動作実験を実施する。

上述と同様に、3種 類目の動作を検査領域内と検査領

域外で実施 し、検査領域内では正常に検知 し、検査領

域外では誤検知がないことを確認する。実験は各 10回

行い、検査領城内外合わせて 20回 実施する。また、夜

中の実験回数はシステムの認識性能を精査するため日

中の 2倍 の回数とする。 したがつて、X方 向において、

検査領域内外合わせて 40回 、また、Y方 向においても

同様に合計 40回 、さらに、斜め方向においても合計 40

回実施する。

4.2 実 験結果 (ゼンマイ駆動のおもちゃ)

表 2お よび 3に 示すように規定された室内での実験

では、全ての動作実験において、捕獲装置が誤作動す

ることなく正常に起動することが確認できた。
一方、オプティカルフロー解析値が 20以 下の場合で

形状認識が成立した場合でも捕獲装置が起動 しなかっ

たことも確認できた。さらに、その逆の場合のオプテ

ィカルフロー解析値が20以上の場合で形状認識が成立

しない場合は捕獲装置が起動 しないことも確認でき

た。

Tablc 2.   Expcrilncntal rcsult undcr the day lighi.

Thc chcck orinncr Thc chcck oroutside

師
耐

Succcss
醐
耐

Succcss

Xdrcctton 1(Xj●/c ( ) 100ウを

Ydrection 100・/6 0 1(X)●/.

ｍｍ
1000/. 0 100・/.

Table 3  Experimental resuit undcr thc nightゃ

Thc chcck Orinnc『 Thc chcck of outsidc

ｍ
は

ＣＳ

０
粽 軸

耐
Succcss

Xdrcction 100% 0 1000/c

Ydrcction 1000/c 0 1000/.

帥的
100°/6 0 100%

4.3 実 験方法 (ハムスター)

実験設備 な どはゼ ンマイ駆動のお もちゃの場合 と

同様 とし、実験は 2通 り実施す る。 1つ 目は捕獲数 1

匹に対 して検知率を調査 し、 2つ 目は捕獲数 2匹 に

対 して検知率を調査す る。 これ らの実験 を、昼 (照度

3051ux)10回 と夜 (照度 52 1ux)10回 、それぞれ、実

施す る。また、2匹 での実験においては どちらかが動

きの条件を満た した場合、起動信号を生成するもの

とする。また、検知の各設定値はゼンマイ駆動のお

もちゃと同様 とする。
4.4 実 験結果 (ハムスター)

ブロブ解析によるハムスター抽出状況を図 15に 示

す。さらに、昼夜の実験結果を表 4、および、
‐
5に それ

ぞれ示す。実験では、1匹 と217Lの場合どちらも認識が

成功 し、捕獲装置が起動 していることが確認できた。

また、検査領域外においては、捕獲装置が誤作動する

ことがないことも併せて確認できた。

以上より、深度画像を用いた対象の認識と動き検知

による捕獲装置起動は原理的に可能であり、また、昼

夜を問わず有効であることが確認できた。これにより、

画像を用いたランダムに動作する対象の検知手法とし

て有効であることが判明した。

Fig. 15.Extraction rcsults ofthe hamsters by thc blob analysis,

ただ し、屋外においては太陽光の赤外線の影響を

Kinectが受けることで、深度画像の取得が不十分とな

り、実用性が得られないことがさらに想定される。 し

たがつて、以降では太陽光の赤外線の影響を考慮する

ため、深度画像を用いた認識処理と並行 してカラー画

像を用いた同様の認識処理を実施 し、その有用性を実

験にて確認する。

Tablc 4,   Experiinental result undcr thc day light.

Thc chcck orinncr Thc chcck OfOutsidc

Tctal

numに r

Succぶs Total

numに r

Succcss

l hamstcr 1000/c l ttj●/c

2 hamsters 1000/c 1006/.

Tablc 5.  Expcrirncntat resuit under thc nightゃ

Thc chcck orinncr T hc chcck Oroutsldc

醐耐
ｒ

Suctss Tolal

num碓 「
ぶ

Ｇ
ヽ

器

l hamstcr 1003/. 100%

2 hamsters 1000/c 1()0トツ6

5,深 度画像 とカラー画像を併用 したシステム

ここでは、これまでの捕獲装置起動信号の生成手法

の有効性を室内実験で確認 してきた。ただし、実際の
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捕獲装置の使用!は座外であ り、えヽ夜を||llわず lFiしく起

動信 けをli成 しなければな らない。特に、夜1肖1は深度

山F像のみで問題はない と想定 され るがえヽ問な どの太陽

光がある場合はその赤外線が ノイズとな り得る。それ

故、深度山「像の取得が不 1本分、あるいは、lAl難な場合

が想定 され る。そ こで、著者の研究グルーブでは Kinect

に装持されているカラーカメラの画像 も合わせてシス

テムに採ナilし、深度山iffrと|・刊様の大きさ、形状、枚、

さらに、動 き検知l処PLを実施す る。 これにより、 どち

らかの画像で1を成 された捕獲装置起動1・千号
'により装置

が起動す る機構に14設定する。つまり、深度画像に対

し、捕獲装置起動信 け/1成 手続 きを行い、並イFして、

カラー画像に対 して も十司様な手続 きを実施する。lllli方

の結果の論Ff_和で最終的な起動イ:手ケが11成され る構成

とする。

5。1太 陽光の赤外線の影響

ここでは、まず 8月 お よび 9)Jの H時 の典なる比と外

での赤外線の強 さを調査す る。赤外線の強 さはデジタ

ル熙度計で測る モ)の とし、照度が強ければ赤外線 も多

壮に含 まれていると仮定す る。 1口 に 3 tJの最 t)太陽

光が強い時1持]帯 (12時か ら 16時 までの高知県中部)に

計測問隔をおいて 3いコ1計測 し、それ らの計測を教 11問

繰 り返 した場合の平均照度は 760001ux程 度 と判明 し

た。 ‐方、夜間においては、同 ‐地点において、照度

は 1lux以 下であつた。

また、Kinectの赤外線ブロジェクタの赤外線波長は

830nmで あるので 465nmか ら865nmを透過 させ る光学フ

ィル タを太陽光における赤外線排除 として試行 した。
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しかしながら、 li記の 760001uxの照度においては赤

外線の影響が強すぎることにより、深度山F像は企く得

られないことが神l明した。

5.2 拡 張システムの構成

ここでは、 L記 の問題点解決のため図 16に示すよう

に、システムに深度画像の認識処Fllに対しカラー山F像

の認識処理を平イrに加えるモ)のとする。また、それ ら

の論Fll和で村i獲装置起動信号を生成する構成に拡張す

る。ただし、カラー画像においては赤、古、縦のそれ

ぞれのlhH索の濃度llHを均年に加算 |ヽえ均 した濃淡画像に

対し、深度llllF像と同様な認識処理を施すものとする。

5,3 屋 外実験

1対17(a)に太陽光下(760001ンux科1!度)の環境を示す。

また、1対17(b)と(c)は、それぞれ、店内と圧外におけ

るシステム内の深度画像を示す。

(a)Expcrimcntal cnvironment under the sunlight.

協 景
銅Ψ tte depth sen銅mtt undc飾

0酪 凛婿ド
にWぴhe tth scn的高mttc mttrthe

Fig。17 Succcss and ratlurc cxamplc ofthe depth scnsOr

imagc undcrthc indoor and outdoo丘

(b)

Kincct is acttvatcd

Capturq depth
scnsor imagc

Capturc c01or imagc

Calculation sizc,Sl魯品品P
Calcutation sizc,SlRBttfttP

Gcneration ofthe activating signal

Fig.16.Extcndcd systcm flow
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この図より、太陽光下ではほとんど深度画像が取得

できなく、カラー画像の必要性が明白であることが確

認できる。

ここでは、補獲装置起動信号の生成条件がより短期

に成立することを期待 し、実験においては図 18に示す

ような 1匹 のハムスターと 1個のハムスターで形状と

大きさがほぼ同一であるハムスターのお もちゃで行

う。おもちゃのハムスターは検知領域に事前に設置し、

ハムスターの行動のみで起動信号生成条件が成立する

状態に設定する。また、検査領域外での捕獲装置の起

動、あるいは、ハムスターの明らかな捕獲領域の侵入

に対 し補獲装置の起動が見られない場合を失敗と判定

する。また、比較のために、屋内外において深度画像

とカラー画像の両方を使 う場合、深度画像のみ使 う場

合、さらに、カラー画像のみを使 う場合の合計 6通 り

の実験をそれぞれ 50回実施する。

(a)Hamstei    (b)Toy fOrthe hansteL

Fig.18.Hamster and its toy forthe expedment.

実験結果を表 6に 示す。深度画像とカラー画像の両

方を併用 した場合では屋内外で問題なく起動信号生成

ができていることが判明 している。また、屋外では

76000 1ux程度の太陽光では特に Kinectから照射する

赤外線では深度画像が得 られないことも判明 してい

る。一方、表 3,および表 5に 示すように夜間の実験に

おいて深度画像は赤外線の影響を受けず装置起動信号

は確実に生成されている。 しかしながら、カラー画像

は夜中においては装置起動信号生成にはその撮像感度

から使用できない。

したがつて、表 6の 日中のみ実験結果に加え、表 3,お

よび表 5に示すような夜間における深度画像の有効性

Table 6.ExDerimental results with extended svstem.

indoor Outdoo「

Depth scnsor imagc

and color imatte

48/50 96% 100%

Depth sensor imagc 100% Impossibl●

to capture

0%

Coior imaRc 49/50 98% 48/50 96%

より、提案する拡張システムが夜間と日中において、

それぞれに適 した画像を使用するシステムとなる。以

上より、本提案システムの最終形態は有効であると考

える。

6.む すび

本論文では、画像処理による害獣補獲装置の自動起

動信号生成手法に関し、Kinectから得られる赤外線に

よる深度画像を用いた対象の大きさ、形状、さらに、

動き検知による認識手法を提案 した。また、捕獲装置

のミニアチュアにより再現性のある対象と実際のラン

ダムな動作を含んだ動物実験を実施 し、より実際に近

い実験環境で提案手法の有効性を示 した。 さらに、屋

外使用を想定してカラー画像の併用も加え、どちらか

の画像で目的とする捕獲対象の大きさ、形状、動き、

さらに、数を満たした場合のみ、起動信号を生成する

システムヘ拡張 し、その有効性を実験にて確認 した。

また、本提案手法は既存の有人の捕獲装置に装着可

能であり、その自動化の効果が期待できると予想され

る。

今後は、複数の Kinectを用い、二方向以上から対象

を捉えることで、対象認識の更なる精度向上を検討予

定である。
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