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高精度な分光画像を収集する撮影システムの検討と評価
増田

貴大1

坂川

涼1

洞井

晋一1

東田

光裕1

概要：
本論文では, 圃場において収穫前のトマトの生育をスペクトルカメラによって撮影するための効率的な撮影
システムの検討と評価に取り組んだ. まず, スペクトルカメラを固定する三脚キットおよび制御用パソコン
を中心とした撮影キットからなる撮影システムを開発し, 屋内撮影で性能を評価した. 本撮影システムを使
用することで, 従来に比べて 32%の撮影時間短縮ができており, 圃場で分光画像を撮影するのに効果的な事
を確認した. その後撮影システムを圃場へ持ち込み収穫前のトマトの分光画像の収集をおこなった結果, の
べ 30 日の撮影で 2969 枚の分光画像を収集することができた. 次に, 収集した画像の質を評価するために実
験室環境で撮影した画像と NDSI 値を指標として比較評価したところ, 実験室環境および圃場それぞれで
撮影した分光画像から計算される NDSI 値の差はサンプル全体の NDSI 値の変化量に対して小さく, サン
プル全体の NDSI 値の変化を検証するためには十分な品質が達成されている事を確認した.
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には作物そのものに含まれる成分の変化を観察する必要が

1. はじめに

ある. 過去の研究では, スペクトルカメラで撮影した分光

日本における農業は, 農業従事者の高齢化・後継者不足

画像を用いて収穫済みのトマトのリコピン量, 色指標, 硬さ

による担い手の減少や海外からの農産物の流入を受けて,

といった量を推定したり [1], 収穫済みのトマトが成熟する

収益性の向上, 後継者の育成といった課題に直面している.

過程を同様の分光画像で解析することで通常の RGB カメ

その中でも農業の収益性における大きな課題として, 農作

ラよりも高い精度でトマトの成熟度合いを判別する [2] と

物を収穫する時期の正確な予測ができないことが挙げられ

いったことが行われている. いずれの研究でも, トマトの

る. これにより, 収穫後の出荷量を担保できないことによる

成分分析や成熟段階の判断は実験室環境でのデータ取得に

値崩れの発生などの問題が生じている.

よって行われており, 圃場における農作物の収穫時期の予

農作物の収穫時期を予測するための指標としては, 作物

測まで踏み込んだ研究は行われていない.

の生育環境や, 作物そのものに含まれる成分の変化を観察

このような現状を踏まえ, 我々はトマトを対象として, 圃

することが重要である. 農作物のなかでも, 葉菜類（レタ

場において収穫前のトマトの生育をスペクトルカメラに

ス等）に関しては, 生育環境データ（温度, 日照量など）に

よって定期撮影・解析することによって, トマトそのもの

よってある程度収穫時期の予測ができるという事がわかっ

の成熟度変化を観察し, トマトの収穫時期を予測する手法

ている. 一方で果菜類（トマト等）に関しては, 生育環境

の確立に取り組むこととした. また, 収穫時期の予測を行う

データによる予測は必ずしも有効ではないということがわ

にあたって, スペクトルカメラによって得られる膨大な波

かっている. その理由として, 果菜類の場合は生育環境から

長の組み合わせから成分値の変化を観察する必要があるた

植物が吸収したエネルギーのうち, どの果実にどれだけの

め, ニューラルネットワークを用いた機械学習により収穫

量が配分されるのかを予測することができていないことが

時期の予測に有効な特徴量の抽出を行うこととした.

あげられる. そのため, 果菜類の収穫時期を予測するため

機械学習により収穫時期を予測する取り組みとしては,
これまでに気温や日照量などの環境データを元にモデル化
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をする研究は行われているが, 個々のトマトについて収穫

ルターを透過する光のみ取得すればよいため, 比較的撮影

時期を高い精度で予測することはできていない [3][4]. 一般

時間が短く済む点である. 一方で欠点としては, 用意した

的に機械学習を使って予測を行うためには, 教師データと

フィルターの数だけ空間的な解像度が減ってしまう点であ

して十分な量のデータが必要である. そのため, 収穫前のト

る. また, 取得できる波長成分が取り付けたフィルターに

マトから収穫時期予測を行うためのデータ収集では, 撮影

よって決まってしまうため, フィルターの無い波長域の情

装置の可搬性, 多くの撮影枚数を確保できる撮影方法, そし

報を取得できないことも欠点である.

て撮影されるデータの精度の高さにより, 教師データとし

最後にラインスキャン型の方式では, 分光装置を持つカ

て使用可能なデータが出来るだけ多く求められる. しかし,

メラを用いて, カメラもしくは撮影対象物を一方向に移動

過去にスペクトルカメラを用いてそのような大量のデータ

させながら（スキャンしながら）分光画像を取得する. 製品

の収集を行った研究は無く, 確立された手法は無い.

によっては, カメラ内部にスキャン機構を内蔵しているも

そのため本論文では, 圃場において収穫前のトマトの生

のもあり, その場合はカメラ・撮影対象物ともに固定した

育をスペクトルカメラによって撮影するにあたって, より

ままで分光画像を取得することが可能である. この方式を

効率的かつ高精度な画像を収集する撮影システムの開発に

用いる利点としては, 分光装置によって細かい波長分解能

取り組んだ. まず, スペクトルカメラがどのような機能・構

での分光画像を撮影できる点である. また, スキャン機構を

造を持っていてどのような用途で用いられるのかを紹介し,

内蔵する製品を用いれば, カメラ自体のサイズが比較的小

今回の撮影における課題を述べる. 次に, その課題を解決す

さくできることも利点である. 一方で欠点としては, スキャ

るための手段を検討し, 開発した撮影システムを提案する.

ンが終わって初めてカメラの画角が確認できるようになる

その後, 撮影システムを実際に使用した場合にどのような

ため, カメラと対象物の位置を合わせる作業に時間を要す

効果があるかを評価する.

るという点である. また, スキャン撮影時はカメラのセンサ

1 行ごとに撮影していくため, カメラや撮影対象物がぶれて

2. スペクトルカメラ

しまうと画像が不鮮明になるという欠点もある.

これまでの研究ではトマトをはじめとする果菜類の生育
状態を非破壊的に測定する方法として, スペクトルカメラ

上記のような各方式の特徴を比較して, 本論文では,

• 実際の圃場で撮影するためにできるだけ持ち運びやす

を用いた分光画像を解析する方法が使用されてきた. スペ
クトルカメラで得られる分光画像とは, 通常のスペクトル

い構造である必要がある

• 機械学習のためにできるだけ多くの撮影枚数を確保す

が空間 1 次元と波長 1 次元の計 2 次元で撮影対象物のスペ
クトルを取得するのに対し, 空間 2 次元と波長 1 次元の計

る必要がある

• 細かい波長分解能で果菜類の生育指標を解析する必要

3 次元で撮影対象物のスペクトルを取得した画像のことで

がある

ある. 画像の各ピクセルごとに複数の波長情報を持ってい

という観点から, スキャン構造を内蔵したラインスキャン

るため, 撮影対象物の空間的な性質を解析するのに用いら

型の方式を採用することとした.

れる.
スペクトルカメラよって分光画像を撮影する方式として

3. 屋外撮影の課題

は, 主にフィルター型, アレイ型, ラインスキャン型といっ

本章では, まず実験室環境と屋外環境でのスペクトルカ

たものがある. まずフィルター型の方式では, 一つのモノ

メラ撮影の違いについて述べ, その後に屋外でスペクトル

クロカメラと複数のフィルターを使って, 一つのカメラで

カメラを使った撮影をおこなうための課題について述べる.

フィルターを替えながら各波長の画像を取得する. チュー
ナブルフィルターを用いて光の透過特性を変えながら撮影

3.1 実験室環境と屋外環境での撮影の違い

をおこなう場合もこの方式に含まれる. この方式を用いる

まず実験室環境で撮影をおこなう場合は, スペクトルカ

利点としては, 複数フィルターを用意しても空間的な解像

メラのほかに拡散ボックス, 撮影スタンド, ハロゲンライト

度は一定に保たれる点である. 一方で欠点としては, 波長ご

を使う. まずスペクトルカメラを撮影スタンドに固定し, 撮

とに撮影時間の違いが生じてしまうため, カメラもしくは

影スタンド上のステージに撮影対象物を置く. これにより,

対象物が動く可能性のある状況では撮影後に位置の補正を

スペクトルカメラとステージの距離が固定されるので, 撮

行う必要があるという点である.

影条件を一定に保つことができる. 次に, 撮影スタンドを拡

次にアレイ型の方式では, 特定波長域のみ透過するフィ

散ボックスで囲い, 外側からハロゲンライトで照らす. この

ルターを複数種類用意し, カメラのセンサー（CCD 等）の

ように設置する理由は, ハロゲンライト自体は指向性の高

ピクセル表面にそれぞれ異なるフィルターを取り付けるこ

い照明であるため, 光を拡散させることで撮影対象表面の

とで, 撮影対象物の複数波長における反射光成分を取得す

光の当たり方のむらを低減するためである. また, ハロゲン

る. この方式を用いる利点としては, 個々のピクセルがフィ

ライトを使う理由は, 太陽光のように吸収スペクトルが無
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く, また可視光から近赤外の波長域に広がった連続スペク

動を繰り返しながら進める屋外撮影では, カメラの撮影操

トルを照射することができるためである. 一般的に家庭用

作と機材の持ち運びの両方を簡単に行えないと, 撮影に要

で使われる蛍光灯や LED は, 連続スペクトルではなくごく

する時間が非常に長くなってしまう. 特に, カメラの撮影操

わずかな波長域の光を複数重ね合わせる事で白色の光を作

作はスペクトルカメラのメーカ毎に用意されているソフト

り出しているため, 今回のような分光撮影の光源としては

ウェアに依存するため, 屋外撮影を想定されていないソフ

不適切である. また, 実験室環境での撮影では十分な明る

トウェアを使用しながら撮影をする必要がある場合はさら

さを確保するために, ワット数の高いハロゲンライトを複

に撮影時間を要することになる. また, 屋外撮影では撮影対

数用意して撮影対象を照らすことが多い.

象物が変わるごとにカメラと対象物の位置関係も変わって

これらのことから, 今回圃場でスペクトルカメラを使っ

しまうため, 撮影対象物がカメラの画角に収まるように毎

た撮影をするにあたっては, 実験室環境での撮影条件と以

回カメラの設置位置を調整する必要がある. しかし, ライン

下のような点が異なる.

スキャン型のスペクトルカメラは通常のデジタルカメラ等

• カメラを移動させながら撮影をする

と違ってファインダーを持たないことが多いため, スキャ

• 毎回カメラのと撮影対象物の位置調整をする

ンが終わるまでどのような画角で撮影されているかが分か

• 異なる撮影条件のもとで撮影をする

らず, またスキャンが終わっても画像を確認するためにソ

このような撮影条件のもとで圃場にある収穫前のトマト

フトを操作する必要があるなど, 撮影を開始できるまでの

を撮影するにあたっては, 以下のような課題が考えられる.

事前準備で多くの時間を使うことになってしまうことが問

• 撮影した分光画像の品質が一貫性を持っている必要が

題となる. そのため, ラインスキャン型のスペクトルカメ
ラを屋外で使うためには, それらの問題を解決し撮影時間

ある

• 分光画像 1 枚当たりの撮影時間を短縮する必要がある

を短縮するような手法が求められる.

4. 撮影システムの構築

3.2 分光画像の品質の一貫性

上記の課題を解決するため, 我々は以下に述べるような

圃場のように, 撮影対象物が屋外の様々な場所にあるよ
うな撮影をおこなう場合では, 撮影対象物が変わるたびに

撮影システムの開発をおこなった.

異なる撮影条件で撮影をすることになる. 特に日中の撮影

開発する撮影システムは, 画像の品質を高く保つ “三脚

の場合, 雲による日陰の変化や太陽の日周運動による日当

キット” と, 画像の撮影時間を短縮する “撮影キット” との

たりの変化, また太陽光が地球大気を通過する際に生じる

2 つの構成からなる. まず三脚キットは, 図 1 に示すよう

酸素などの吸収スペクトル成分（T Julitta et al.[5]）の影

に, カメラ保持部, 照明取付部, カメラ制御用パソコン保持

響を受けるため, 撮影条件の一貫性を保つのが難しい. そ

部から構成されており, 撮影ごとのカメラの位置の調整と

のようなことを防ぐために一般的な屋外撮影では, 自然光

撮影中のカメラの保持の目的で使用する. この三脚キット

のない夜間に, ハロゲンライトのような光源で照らしなが

は撮影される分光画像の質を高めるために, スペクトルカ

ら撮影をおこなう. 今回我々は, 圃場の電力使用量の制限

メラの長時間の露出時間の間でも安定してカメラを保持す

や照明の指向性を加味して,250W のハロゲンライト 2 台の

るように設計されており, 圃場のような狭く足場の悪い環

光を撮影対象物に照射し, その反射光をスペクトルカメラ

境でも均一な撮影状態を保つことが可能である. また撮影

で撮影する手法により, 撮影条件の一貫性を保つこととし

キットは, 図 2 に示すように, 撮影用ソフトウェアに対して

た. しかし, 夜間にハロゲンライトを使う場合は昼間の太

キーイベントを送る撮影サーバと, ソフトウェアを操作す

陽光に比べて反射光の強度が低下してしまうため, それを

るタブレット用アプリケーションから構成されており, 常

補うためにカメラの露出時間を長くする必要がある. そし

にスペクトルカメラと一緒に移動しながら使用する. この

て露出時間が長くなれば長くなるほど, カメラ自体がぶれ

撮影キットは撮影時間を短縮するために, スペクトルカメ

てしまう可能性が高くなるので, カメラを含めた撮影装置

ラで撮影された画像を自動でカラー画像化しタブレットに

全体の安定性が問題となる. そのため, スペクトルカメラ

転送・表示する機能を持っている. そのため, スペクトルカ

を使って分光画像を収集するためには, それらの問題を解

メラのようなファインダーを持たない特殊なカメラでも,

決し分光画像全体の品質を保つような手法が求められる.

効率的に画角や撮影パラメータの調整を行う事が可能であ
り, 撮影時間を短縮することができる.
更に, 利便性向上のため以下のような工夫をしている.

3.3 撮影時間の短縮
先に述べたように, 夜間撮影においてはカメラの露出時

• スペクトルカメラ本体にレーザーポインタを取り付け,

間が長くなってしまうため, そのままでは機械学習の教師

画角に撮影対象物が収まるよう位置を調整する作業を
効率化

データとして求められる大量のデータを収集するために膨
大な時間が必要となる. また, カメラでの撮影と機材の移

• ハロゲンライトの電源を一括化・スイッチ取り付けに
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発したアプリケーションを使って最終的な画角の固定を行
う. このアプリケーションは, スペクトルカメラを遠隔で操
作して撮影を行うことが出来る. タブレットと撮影用ソフ
トウェアは無線 LAN によって接続されており, タブレット
側のアプリケーションを操作することによってカメラ制御
用パソコンを操作することなくスペクトルカメラを制御す
ることができるよう設計されている. 撮影者がプレビュー
撮影の操作をアプリケーションで行うと, スペクトルカメ
ラは制御信号を受けてプレビュー撮影を実行する. プレ
ビュー撮影で取得された分光画像は自動的にカメラ制御用
パソコン内に保存されるため, 撮影サーバは分光画像が保
存されると自動的に分光画像を人間の見た目に合わせたカ
ラー画像に変換し, タブレットのアプリケーションに送信
する. 撮影者はこのカラー画像をタブレットで確認するこ
とで, 再度スペクトルカメラの位置を調整し, 最終的なスペ
クトルカメラの位置を決定する.
図 1 三脚キットの画像

スペクトルカメラの位置が決定できると, 次に撮影パラ
メータの調整を行う. 今回使用するスペクトルカメラは撮影
時の露出時間, センサのゲイン等を手動で設定する必要が

スペクトルカメラ

カメラ操作
ソフト

Preview

あるため, 撮影された画像を確認しながら適切なパラメー

Scan

カラー画像

タを決定する. なお, パラメータは基本的に撮影環境が同じ

画面イメージ

であれば変更する必要が無いため, このパラメータの調整
は初回のみで良い場合がほとんどである.

分光画像

タッチパネル

これらの設定が全て完了し次第, 撮影キットのタブレッ
ト用アプリケーションからスペクトルカメラを操作して分

カラー画像
アプリケーション

撮影サーバ
OS（Windows10）

無線LAN

カメラ制御用パソコン

光画像の撮影を行う. 分光画像の撮影には一般的に数秒〜
数十秒の露出時間を要する. 今回のようにタブレットから

OS（Android）

スペクトルカメラを操作することで, この露出時間の間に

タブレット

カメラ制御用パソコン等の三脚キットに付随する機器に触
れる必要が無くなるため, 機材の揺れ等による撮影の劣化

図 2 撮影キットの構成

を防ぐことが出来る. 撮影が終了したら再度タブレット用
より, 電源の入切をハロゲンライトに触れずに操作可

のアプリケーションで画像に問題がないことを確認し, 次

能に

の撮影対象へと移動する.

圃場での撮影の流れは以下である. まず撮影者は, 三脚
キットを撮影対象となるトマトの苗の前まで移動させ, ハ

5. 実験評価
開発した撮影システムによる効果を評価するために, 実

ロゲンライトを点灯する. 次に, 三脚キット・撮影キット両
方を用いて撮影対象となるトマトがスペクトルカメラの画

験を行った.

角に収まるようスペクトルカメラの位置を調整したのちに,

撮影時間の評価を行うために, 屋内で実際の圃場での撮

プレビュー撮影を行って撮影パラメータの調整を行う. 最

影を想定して, スペクトルカメラのメーカが提供する通常

後に撮影キットからスペクトルカメラを操作し, 分光画像

の撮影方法と, 開発した撮影システムを用いた撮影方法と

の撮影を行った後, 次の撮影対象へ三脚キットを移動させ,

の 2 通りで撮影に要する時間を測定した. 屋内での撮影実

引き続き撮影を行っていく.

験を行った結果を表 1 に示す. 撮影システムを使用した場

撮影対象となるトマトをスペクトルカメラの画角に収め

合は使用しない場合と比べて撮影 1 回あたりに要する時間

る手順としては, 大きく 2 段階ある. まず, 撮影者はスペク

が 32%削減されており, 本システムが撮影時間短縮に一定

トルカメラに取り付けたレーザーポインタを使っておおま

の効果があることが確認できた.

かなスペクトルカメラ位置の調整をおこなう. レーザーポ

その後, 実際の圃場で収穫前のトマトの生育データ取得

インタの位置はあらかじめスペクトルカメラの向きと合わ

に撮影システムを用いたところ, 総数 2969 枚,1 枚あたり約

せておく必要がある. 次に, 撮影キットのタブレット用に開

103 秒ほどで撮影をすることができた（表 2）.
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表 1 撮影に要する時間の測定結果
撮影に要する時間

屋内撮影（撮影システム不使用）

80

137.8 ± 14.6 秒

70

93.4 ± 9.0 秒

屋内撮影（撮影システム使用）
削減率

圃場 𝑁𝐷𝑆𝐼780−680

撮影環境

32%

表 2 撮影システムを用いた撮影で収集した分光画像の枚数
撮影環境
撮影枚数 [枚]
撮影期間 [日]
圃場（撮影システム使用）

2969

30

60
50

40
トマト個体

30

次に, 圃場で撮影された画像の品質を評価するために, 撮

20

影システムを用いて圃場で撮影したトマトを実験室環境で

10

再度撮影し, 両者のスペクトル強度の差異を比較した. スペ

0

クトル強度の差異を比較するにあたっては,NDSI( normal-

R² = 0.9644
0

10

20

ized difference spectral index ) 値の指標を用いた.NDSI 値

30 40 50 60 70
実験室 𝑁𝐷𝑆𝐼780−680

80

90

は, 数式 (1) で定義される数値で, 分光分布グラフの中で選
図 3

択した 2 波長間の特徴を調べるために使われる.

実験室環境および農場で測定した N DSI780−680 の相関

100

(1)

80
60
圃場 𝑁𝐷𝑆𝐼680−550

Iλ − Iλ2
N DSIλ1 −λ2 = 1
Iλ1 + Iλ2
Iλ : λ[nm] のスペクトル強度

また, 今回の評価では, クロロフィルの吸収波長である

680nm を中心とした 2 つの波長の組み合わせを用いる [6]
事とし,NDSI 値を計算するに当たっては λ1 の波長のスペ
クトル強度で正規化した Iλ を用いる事とした.

項番

780

680

植物の光合成量と相関

2

680

550

果実の赤みの度合いと相関

20
0
トマト個体

-20
-40

表 3 NDSI で評価する波長
λ1 [nm] λ2 [nm] 指標

1

40

-60
R² = 0.9789

-80

-80 -60 -40 -20 0 20 40 60
実験室 𝑁𝐷𝑆𝐼680−550

80 100

まず, 実験室環境および圃場での NDSI 値の相関を図

3 お よ び 図 4 に 示 す. 図 中 の 直 線 は 各 測 定 点 を 使 っ た

図 4

実験室環境および農場で測定した N DSI680−550 の相関

近 似 直 線 と な っ て お り,R2 は 近 似 の 決 定 係 数 と な っ て
い る.

N DSI780−680 ,N DSI680−550 そ れ ぞ れ,R2 の 値 は

0.9644,0.9789 となっており, 圃場で撮影した分光画像の
90

NDSI 値は実験室環境の分光画像から算出した NDSI 値を

80

よく再現している事が分かる.

70

次に, 同一のトマトに対する, 実験室環境および圃場での

60

𝑁𝐷𝑆𝐼780−680

NDSI 値の比較を図 5 および図 6 に示す. 図中の横軸はト
マトの個体識別番号となっている. 個体識別番号の最初の
数字は今回のサンプルを 5 段階の成熟段階で分類した時の
成熟度を示しており, 数字が大きくなるほど成熟が進んで

50

圃場

40

実験室

30
20
10

いることを表している. この結果から,NDSI 値の比較でみ

0

ると実験室環境と圃場の撮影データはおおむね近いデータ

1-1 1-2 1-3

2-1 2-2 2-3

3-1 3-2 3-3

4-1 4-2 4-3

5-1 5-2 5-3

トマト識別番号

が得られているとともに, 圃場で測定した NDSI 値は実験
室環境で測定した NDSI 値の成熟段階による変化と同じ変
化の傾向を測定できていることがわかる.

図 5

また, 実験室環境で測定した NDSI 値が成熟段階によっ

N DSI780−680 の数値比較

て変化する変化量と, 実験室環境と圃場で測定した NDSI
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べ 30 日の撮影で 2969 枚の分光画像を撮影することに成功
した. それらの分光画像の質を評価するために,NDSI 値を
100

使って圃場で収集した分光画像を評価したところ, 概ね実

80

験室環境で得られた分光画像に近い画像が得られているこ

60

とが確認できた. また, 実験室環境と圃場で測定した NDSI

𝑁𝐷𝑆𝐼680−550

40
20

値の差は成熟度の NDSI 値の変化量に対して小さく, サン

圃場

プル全体の NDSI 値の変化を検証するためには十分な品質

実験室

0
-20

が達成されている事を確認した. そのため, 今回収集した

-40

分光画像は収穫前のトマトの生育状況を評価するのに十分

-60

な品質を持っており, 今回我々が開発した撮影システムは

-80
1-1 1-2 1-3

2-1 2-2 2-3

3-1 3-2 3-3

4-1 4-2 4-3

屋外における分光画像の収集に効果的であるといえる.

5-1 5-2 5-3

トマト識別番号

謝辞
トマト撮影においては千葉県の三須トマト農園, 熊本県

図 6

N DSI680−550 の数値比較

の高松農園,JA たまなの皆様に全面的にご協力いただいた.

値の差分を表 4 および表 5 に示す. これによると, 成熟段階

ここに感謝の意を表する．

1 と 2 の間では NDSI 値の変化は小さいが, 成熟段階 2 以
降は NDSI 値が大きく変化しており, その変化の量は圃場
と実験室環境で測定される NDSI 値の差分よりも大きな変

参考文献
[1]

化をしていることがわかる.
表 4 N DSI780−680 の変化量と, 圃場撮影のデータ差分
成熟段階
実験室環境

1
75.2

成熟段階変化

2.5

2

3

77.7

63.7

-14.0

圃場との差分

4
39.8

-23.9

[2]

5
14.6

-25.2

[3]

4.9

[4]

表 5 N DSI680−550 の変化量と, 圃場撮影のデータ差分
成熟段階
実験室環境
成熟段階変化
圃場との差分

1

2

3

4

5

-51.0

-53.2

-21.9

30.4

71.8

52.3

41.3

-2.1

31.3

[5]

4.7

これらの NDSI 値の比較結果から, 今回我々が開発した
撮影システムを用いて圃場で撮影した分光画像は, トマト

[6]

の成熟段階を観察するのに十分な品質を持っており, 撮影
条件の変化や夜間撮影の光量といった影響は少ないという
ことが確認できた.

[7]

6. まとめ
今回, 収穫前のトマトの生育状況を非破壊的に測定する

Alain Clément, Martine Dorais, and Marcia Vernon. Nondestructive measurement of fresh tomato lycopene content
and other physicochemical characteristics using visiblenir spectroscopy. Journal of agricultural and food chemistry, Vol. 56, No. 21, pp. 9813–9818, 2008.
G Polder, GWAM Van der Heijden, and IT Young. Hyperspectral image analysis for measuring ripeness of tomatoes. 2000.
Kamyar Movagharnejad and Maryam Nikzad. Modeling
of tomato drying using artificial neural network. Computers and electronics in agriculture, Vol. 59, No. 1, pp.
78–85, 2007.
Kefaya Qaddoum, EL Hines, and DD Iliescu. Yield prediction for tomato greenhouse using efunn. ISRN Artificial
Intelligence, Vol. 2013, , 2013.
Tommaso Julitta, Micol Rossini, Andreas Burkart, Sergio Cogliati, Neville Davies, Milton Hom, Alasdair
Mac Arthur, Elizabeth M Middleton, Uwe Rascher, Anke
Schickling, et al. Comparison of sun-induced chlorophyll
fluorescence estimates obtained from four portable field
spectroradiometers. Remote Sensing, Vol. 8, No. 2, p.
122, 2016.
Katsumi Inada. Spectral absorption property of pigments
in living leaves and its contribution to photosynthesis.
Japanese Journal of Crop Science, Vol. 49, No. 2, pp.
286–294, 1980.
Yuan-Yuan Pu, Yao-Ze Feng, and Da-Wen Sun. Recent
progress of hyperspectral imaging on quality and safety
inspection of fruits and vegetables: a review. Comprehensive Reviews in Food Science and Food Safety, Vol. 14,
No. 2, pp. 176–188, 2015.

手法の検討をおこなった. 圃場でスペクトルカメラを用いて
収穫前のトマトを撮影するための課題を解決するため, 三
脚キットと撮影キットからなる撮影システムを開発し, そ
の評価を実施した. まず, 一枚の分光画像を取得するために
要する撮影時間を比較したところ, 撮影システムを使うこ
とで約 32%の時間短縮ができていることが確認できた. 次
に, 撮影システムを使って圃場で分光画像の収集を行い, の
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