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要   旨
本研究では、農業機械回転部への巻き込み事故を防止するための、ステレオカメラを用いた物体検出を行う

システムの構築に関して検討する。本報では、方向符号照合法(OCM)を用いたステレオビジョン処理 IP の実装
及び物体検出の元となる視差画像出力システムの構築結果について報告する。また、視差画像をもとにカメラ
に対して、一定の距離以内に侵入した物体の検出に関する検討結果についても報告する。

1．緒言 
農作業中における農業機械作業に係る事故が毎年発生し

ており、平成 27 年に発生した農作業中の死亡事故の内、約
61[%]が農業機械作業による事故である[1]。農作業は、一人
での作業が多いなどの理由から、事故を減らす事が難しい。 

一方、様々な分野で、FPGA をカメラ画像の処理に用い
るための研究開発が行われており、農業分野では、北海道
立総合研究機構工業試験場でFPGAを用いたリアルタイム
ステレオビジョンセンサが開発され、ぶどう園向けの除草
支援ロボットへの応用が行われている[2]。 
 そこで本研究では、農業機械の回転部への巻き込み事故
の防止を目的としたステレオカメラによる物体検出を行う
システムの構築を検討する。今回は、前述のリアルタイム
ステレオビジョンセンサに搭載されているステレオビジョ
ン処理 IP(以下、IP)の、Altera 社 Cyclone V SoC への実装、
ステレオ画像の入力部を含む、物体検出の元となる視差画
像出力システムの構築、及び一定の距離以内に侵入した物
体の検出に関する検討を行った。

2．本文 
2．1 ステレオビジョン処理 IP の FPGA への実装 

IP では、ステレオ画像処理における対応点探索手法とし
て、遮蔽や明度の変動などに対して高いロバスト性を有す
る方向符号照合法(OCM)[3]を用いている。 

OCM は、符号化処理、照合処理の 2 つの処理に分けられ
る。符号化処理では近傍の画素を用いて方向符号を求め方
向符号画像を生成する。照合処理では、右画像から小領域
を取り出し、左画像の同座標から照合し、視差 0~127[pixel]
までの評価値を算出する。照合の結果、最も評価値の低い
(相違度が小さい)視差を出力する[3][4]。 

本研究で使用した FPGA は、Altera 社 Cyclone V SoC 
(CPU コア ARM Cortex-A9 内蔵)である。また、FPGA 用
カメラとして Terasic 社の TRDB-D5M を 2 台使用した。
IP を含むシステムのフロー図を図 1 に示す。 

IP の実装にあたって、Cyclone V SoC に対応させるため、
IP内で使用しているバッファ及びシステム動作周波数の変
更、出力画像用の画像有効信号生成回路の設計・実装を行
った。また、レンズ間距離は 60[mm]、カメラの焦点距離は
7.12[mm]、画像サイズは 640×480[pixel]、視差は 0~127 
[pixel]まで検出できるようにした。 

IP の実装後、IP に適切にデータを受け渡すために、以下
の 5 点の回路設計・実装を行った。 

・画像データのモノクロ化処理回路の設計・実装

・左右カメラ間のタイミング調整用回路の設計・実装

・スルー画像バッファ用回路の設計・実装

・ステレオカメラ用基板の作製

・ステレオカメラ入力対応部の設計・実装

作製したステレオカメラ用基板を図 2 に示す。VGA 出力
からは、以下の画像を出力する。

図 1 IP を用いた視差画像出力システムのフロー図 

図 2 ステレオカメラ用基板 

・スルー画像(元画像,左右) 
・方向符号画像(左右) 
・評価値マップ

・視差画像

2．2 動作結果 
視差画像出力システムの動作結果について、図 3 に示す。

出力画像のフレームレートは約 11.1[fps]となっている。 
図 3(f)の視差画像では、視差が大きくなる(撮影物-カメラ

間の距離が近い)に従い明度を高くして表示している。 
評価値は 0~2048 までの値をとるが、照合処理で求めた

視差に対応する評価値が 1024(評価値の最大値の 50[%])よ
り大きい場合は、信頼度の低い結果となる。このため、照合
処理で求めた視差に対応する評価値にしきい値を設けた。
今回の場合は評価値が860(評価値の最大値の約42[%])以上
となった場合に、該当する箇所の視差を 0 として出力する
こととした。
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   (a) スルー画像(左)      (b) スルー画像(右) 

   (c) 方向符号画像(左)    (d) 方向符号画像(右) 

   (e) 評価値マップ     (f) 視差画像 
図 3 ステレオビジョン処理 IP の動作結果 

 
2．3 一定の距離以内に侵入した物体の検出方法の検討 
 IP から出力される視差画像を基に、極力シンプルで小規
模なハードウェアにより、ステレオカメラから一定の距離
以内に侵入した物体を検出する方法について検討した。 
 視差はカメラと撮影物との距離が近い程、その値が大き
くなる。これより、視差にしきい値を設けて、しきい値以上
の視差を持つピクセル数の、1 フレームのピクセル数に対
する割合から、物体検出を判定する回路を実装した。 
 上記の回路を実装するにあたり、視差がしきい値以上と
なっているが実際の物体に対応しない、点状のノイズのピ
クセルのカウントを防止する必要がある。このため、画面
の水平・垂直の両方向に対して、しきい値以上の視差が連
続して出力されているピクセルのみをカウントすることと
した。回路での処理内容を以下に示す。 
 まず、1 フレームの視差画像を図 4 に示す様に垂直方向
の帯に等間隔に N 分割する。そして、以下の①~④の手順
で、帯 i(i:1~N)において、しきい値以上の視差が水平・垂直
方向に連続して出力されているかを判定する。 
① 帯 1 の 1 行目の視差データを取得し、しきい値以上の

視差が出力されたピクセル数をカウント。カウント値
が帯の 1 行分のピクセル数に対して 50[%]以上の時
(以下、条件 1)、カウント値をレジスタ に加算。また、
連続検出行数を保存するレジスタ の値をインクリ
メントする。同様に帯 2~N の 1 行目で上記の処理を
行い、条件 1 を満たす場合、レジスタ , にそれぞれ
カウント値と 1 を加算する。 

② 2 行目~最終行まで①の処理を行う。帯 i で前の行から
連続して条件 1 を満たした場合、カウント値を に加
算し、 をインクリメントする。条件 1 を満たさない
行が検出された場合、③以下の処理を実行する。 

③ 10の場合のみ、 の値をレジスタ に加算。 
④ 0, 0にリセットし、次の帯の②の処理を実行。 

以上の処理により、水平・垂直の両方向に対し、連続して
しきい値以上の視差が検出されているエリアのピクセル数
をカウントする。1 フレームの全データに対して上記の処
理を終了後、 ~ の合計値 TOTAL を求める。次に、以下
の検出条件から物体検出の処理を行う。 
1. ~ の値の何れかが、各帯の全ピクセル数に対して

20[%]以上 
2. TOTAL が、1 フレームの全ピクセル数に対して 15[%]

以上 
3. の値が、各帯の全ピクセル数に対し 20[%]以上 
 なお、検出条件 3 のレジスタ には、1 フレーム前の の
値を保存する。検出条件 3 は、帯 i のエリアで新たに物体
が一定距離内に侵入した際に、条件が満たされる。 
上記の検出条件を組み合わせ、いずれかの条件を満たす

場合、一定距離内に物体を検出したと判定する。判定結果
は、FPGA 基板上の LED で表示することとした。 
 物体検出判定後、 ~ に ~ の値を保存し、 ~ ,	 
~ , ~ を 0 にリセット後、次フレームの処理を行う。 

 回路を実装後、N=8、しきい値=64[pixel]に設定し、物体
(手)を侵入した際の検出結果をLED の出力により検証した。 
 検出条件 1,2 を用いた場合、手をカメラから約 33.5 
~70.5[cm]の間に侵入させた時に LED が点灯した。また、
検出条件 2,3 を用いた場合、上記と同様の距離範囲で LED
が点灯した。そして、検出条件 3 のみを用いる場合、上記
の距離範囲に物体が急に侵入した場合に LED が点灯した。 

以上より、実装した物体検出回路により、一定距離内に
侵入した物体の検知が可能であることが分かった。 

図 4 視差画像の分割(垂直方向) 
 
3．結言 
 今回はステレオビジョン処理 IP を FPGA へ実装し、視
差画像出力システムを構築した。また、視差画像を用いて、
一定の距離以内に侵入した物体をリアルタイムで検出する
方法を検討した。今回は、しきい値以上の視差が連続して
検出されるピクセル数を求め、物体侵入を検出する回路を
実装した。実装した回路により、一定距離以内に物体が侵
入した際の検知が可能となった。 
 今後の課題として、主に以下の項目が挙げられる。 
(1) 実環境でのシステムの利用を考慮した、物体検出回路

のしきい値等の各種パラメータに関する検討 
(2) 一定距離以内に侵入した物体の検出回路の出力から

危険を判断し検出する方法の検討 
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