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Abstract:  In order to harvest high-quality fruits it is necessary to detect fruits and determine maturity. 

In the previous study, it became clear that it is possible to judge the maturity of fruits indoors. Therefore, 

in this study, the fruit detection method was examined. For detection of fruits, features extraction, SVM, 

contour extraction, rectangle detection were applied. As a result of detection, the detection rate was 

53.5%. 

 

１. はじめに 
近年，国内農業では農業就業人口の減少や担い手

の高齢化などが問題となっている．そのため，高品

質あるいは付加価値の高い農作物を経験や勘に頼る

ことなく生産できる手法の確立が求められている．

高品質の果実では，収穫適期を判断するための指標

として品種ごとに異なるカラーチャートが利用され

ている．これは感性情報に基づく官能検査であるた

め，判断基準は統一されていないと言える．これま

でに，林檎の階級分けを自動で行う検査装置は多数

開発されている．しかし，これらは収穫後の林檎を

対象としたものであり，検査対象には未熟の林檎も

多数含まれているため，非効率的である． 

本研究では，経験や勘に頼らない高品質あるいは

付加価値の高い農作物の生産支援を目指し，樹上に

着果した状態で農作物の品質判定を行う装置の開発

を目標としている．先行研究では，色彩情報を用い

ることにより，照明条件が一定の環境において林檎

の収穫適期に係る定量的な判定が可能であることを

明らかにした[1][2]．しかし，この手法ではカメラと

カラーチャートをそれぞれ把持する必要があり，収

穫業務の作業に適さない．そこで本研究では，屋外

において果実の収穫適期判定を行うためのウェアラ

ブルデバイスの開発を目的とし，樹上に着果した状

態にある果実の検出手法について検討する． 

 

２. 提案手法 
提案手法の処理手順を図 1に示す．提案する果実

検出手法は大きく 2段階に分けられる． 

第 1段階では，SVM(Support Vector Machine)

による学習に用いる学習データを作成する．SVMと

は，教師あり学習を用いた機械学習手法であり，学

習により境界を決めることで未知のデータが属する

分類クラスについて判定する．始めに，学習データ

を作成するための訓練画像を用意する．次に，画像

内から果実と果実以外の領域をそれぞれ指定し，そ

れぞれ 20×20pixel のパッチに分割して取得する．

その際，果実から取得したパッチに正のラベル，果

実以外から取得したパッチに負のラベルを付与する．

最後に，各パッチから特徴量を抽出し，学習データ

を作成する．抽出する特徴量は色彩情報とテクスチ

ャ特徴である．色彩情報はパッチ内の L*a*b*色空間

の a*及び HSV色空間の Hの値を取得し，これらよ

り算出した平均値及び標準偏差を用いる．テクスチ

ャ特徴は同時生起行列を算出することで取得する．

取得するテクスチャ特徴は角 2次モーメント，コン

トラスト，相関，相違，均質性の 5種類である． 

第 2段階では，試験用に用意した画像（テスト画

像）と第 1段階で作成した分類器を用いて果実の検

出を行う．始めに，画像全体を 20×20pixel のパッ

チに分割し，各パッチから特徴量を抽出する．次に，

抽出した特徴量をもとに分類器を用いて各パッチの

ラベルを推定する．その後，正のラベルが付与され

た領域の輪郭を抽出し，輪郭に外接する矩形の面積

が閾値以上の場合を果実として検出する． 

 

３. 林檎の検出 
３．１ 実験概要 

 本研究では，屋外にある樹上果実を対象として提

案手法の有用性を検証した．対象は秋田県果樹試験

場で栽培中の林檎(品種：やたか)であり，スマート

ヘッドセット (EPSON 社製 MOVERIO  Pro 

BT-2000)に内蔵されたカメラを用いて撮影した．撮

影はやたかの収穫時期である 2016 年 10 月 14 日に

行い，合計 30 枚の静止画像(2592×1936pixel)を取

得した．このうち，実験では訓練用として 12 枚，
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(a) 学習データの作成     (b) 果実の検出手順 

図 1 果実の検出手順 



試験用として 18 枚の画像を選定し，画像サイズを

1/2 に圧縮して使用した．また，検出する果実の最

小面積は 40×40pixelとした． 

３．２ 林檎の検出結果 

検出に成功した例を図 2に示す．同図の矩形は検

出した林檎の領域を表している．同図(a)は林檎を側

面から撮影した画像であり，画像の中心や左側に大

きく映る林檎の検出に成功している．また，葉で殆

どが隠されている林檎に対しても検出に成功してい

る．図 2(b)は林檎の底面(地色)を撮影した画像であ

り，林檎を下方向から撮影した場合も検出に成功し

ている．また，図 2(c)，(d)より，それぞれ明るい場

所と暗い場所にある林檎を対象とした場合であって

も良好な検出が行われている．以上より，提案手法

はオクルージョン及び撮影環境（照明環境，大きさ，

方向）に対しても頑強であることがわかる． 

一方，検出に失敗した例を図 3に示す．多数の林

檎が密集した画像である同図(a)では，一つの矩形に

複数の林檎が含まれており，果実を個別に検出する

ことに失敗している．同図(b)では右側にある葉を誤

検出している．図 3(c)では右側にある一つの林檎を

二つの林檎として検出している．これは葉によって

極度なオクルージョンが生じたことが原因である．

同図(d)では枝によってオクルージョンが生じた一

つの林檎を 2つの林檎として検出している． 

表 1に提案手法による林檎の検出率とその内訳を

示す．18 枚のテスト画像を目視で確認したところ，

林檎の数は 157個であった．一方，提案手法により

検出された林檎の数は 128 個であった．このうち，

正しく検出された林檎は 84個，残りの 44個は誤検

出であった．また，提案手法により検出できなかっ

た未検出の林檎は 73 個であった．表 2 に各誤検出

の内訳を示す．誤検出の内訳では複数の林檎を一つ

の果実として検出したものが最も多いことがわかる．

しかし，果実以外を誤検出した割合は 9.4%と低く，

パッチに対するラベルの推定が正確に行われている

ことが分かる．以上より，提案手法は樹上に着果し

た果実を検出する手法として有効であると考える． 

 

４. 結言 
本論文では，樹上に着果した状態にある林檎の検

出手法について検討を行った．訓練用の画像から作

成した学習データを用いてテスト画像に対し林檎の

検出を行ったところ，53.5%の検出率が得られた．

しかし，提案手法では 3種類の誤検出が発生する場

合を認めた．一つ目は複数の林檎を一つの林檎とし

て検出する事例である．これは林檎が重なった状態

で撮影された場合に生じることから，原因としては

林檎の輪郭部分にあるパッチに正のラベルを付けて

いることが挙げられる．二つ目は林檎以外を誤って

検出する事例である．特に葉を林檎として誤検出す

る場合が多いことから，学習データを増やし，分類

器の精度を向上させる必要がある．三つ目は枝や葉

によってオクルージョンが生じた場合，一つの林檎

を複数の林檎として検出する事例である．この点に

ついては，オクルージョンを跨いで林檎全体を含む

パッチとすることで改善できるものと考える． 
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(a) 林檎側面          (b) 林檎底面          (c) 明るい場合          (d) 暗い場合 

図 2 成功例 

    
(a) 複数を一つとして検出     (b) 葉を検出         (c) 分割して検出      (d) オクルージョン 

図 3 失敗例 

表 1 提案手法による林檎の検出結果 
果実の数 検出数 誤検出数 正解数 未検出数 検出率(%)

157 128 44 84 73 53.5  
 

表 2 誤検出の内訳 
複数含む 果実以外 果実を分割

合計 23 12 9

割合(%) 18 9.4 7  


