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Modeling a plant on computer system, several images are taken from multi-direction are required. Then, 

we propose a mobile image data acquisition system for plant modeling. The system is constructed with 

both subsystem to take images using by Raspberry pi with web camera and subsystem to acquire those 

dataset using by commodity computer. We discuss performance evaluation of the data transfer in this 

system. 
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１．はじめに 

植物の成長度合いを人間が判断する場合，主観や感覚

により，葉の枚数や大きさ，背丈などを認識している．

細かな成長度合いを認識したいが，植物の形状が似てい

る際，正確な判断を行うことは困難である．近年，この

ような判断を定量的に行うシステム1)が研究されている．

これらの研究において成長度合いを認識する画像を収集

する際，水耕栽培のような室内の場合は移動スペースが

狭い場所が多いため，小型バッテリーで動作でき，狭い

通路などにも対応できる撮影システムの開発が必要であ

る．また複数のカメラで撮影し容易に画像データを収集

できればよりよい．植物の形状化に必要となる画像デー

タを収集するためには，対象となる植物の撮影位置，方

向なども記録したうえ，多方向からの撮影が可能になれ

ば，さらに形状判断がしやすくなる．しかしながら一般

ユーザがこのようなシステムを構築するには，どのよう

に構成すればよいか，また多く構成パターンが想定でき，

ユーザ個別にあった処理性能や利便性等の事例が必要で

ある． 

そこで本稿ではこれらを解決する問題解決環境の構築

を目指し，移動可能であり，多数のカメラ制御を想定し

た，定期的に植物の撮影を行い植物の形状データを収集

するシステムを提案する． 

 

２．植物の撮影 

 カメラデータの制御または移動型のシステムを想定し，

Linuxの搭載が可能なマイコンであるRaspberry Piを使用

する．この Raspberry Pi は重量 45g, サイズが 85.60mm×

53.98mm と名刺サイズのコンパクトに USB 電源で動く

省電力なデバイスとなっており，ポータブル可能な制御

デバイスとして適している． 

 

 

図 1 Raspberry Pi の装置 

 

RaspberryPi は名刺サイズながら 700Mhz のプロセッサを

搭載しており，512MB の RAM を搭載している．汎用入

出力 GPIO の他にイーサネットポートや USB ポート，

HDMI など様々な端子が搭載されている．また搭載出来

る OS の中でも Debian 系 OS Raspbian “wheezy” は GUI

ベースの操作が行え，同ネットワークに存在する PC か

ら同じく GUI による遠隔操作が可能となっている． 

 

 

図 2 Raspbian “wheezy” Shell 操作画面 

 



 

３. 撮影方法 

 植物の撮影には Raspberry Pi へ接続した Web カメラを

使用する．撮影プログラムには ARM 向けプロセッサに

改良された fswebcam2)プログラムを shellスクリプトにて

制御する．これにより秒数ごとの撮影を行う際は，コマ

ンドで秒指定し fswebcam により周期撮影を行う．撮影

にはオプション指定が可能であり，さらに解像度指定や

拡張子指定の他に名前指定やクロップ撮影なども可能で

ある． 

 

 

図3 オプション指定によりWebカメラを用いて撮影さ

れた植物の画像 

 

４．画像ファイルの転送 

４．１ 転送方法 

撮影された画像ファイルはLAN内のパソコンへ無線

LANを使用し転送を行う．転送にはパソコンのFTPのフ

ァイルサーバー機能を使用し，撮影の制御と同様にshell

スクリプトで処理を行う． 

 

４．２ ファイルの転送速度 

 撮影された画像のファイル容量は 640x360 の解像度で

平均 600KBytes であった．これを転送する際，転送速度

に関しては実行環境や無線アクセスポイントの性能など

に左右され，画像の転送処理が間に合わない場合がある．

十分な速度を確保するできるかパソコンと Raspberry Pi

間の実効スループットを確認する．この測定には iperf

を使用した．iperf は TCP/UDP のネットワーク転送性能

を測定できるベンチマークツールである．iperf はメモリ

ー間でのデータ転送を行うためハードディスクなどの記

憶装置の読み書きの遅延がボトルネックになることがな

く測定できる．スループットを測定した結果を図 4，図 5

に示す． 

 

  

図4 無線RaspberryPiをサーバーとした測定結果 

 

 

図5 無線RaspberryPiをクライアントとした測定結果 

 

 ウィンドウサイズは，画像ファイルのByte数と同じ

600KByteを指定した測定を行った．結果は10秒間で送ら

れたデータ量（MBytes）と帯域幅（Mbit/sec）を示す． 

 移動型カメラシステムとして運用を行う場合，無線通

信が可能なRaspberryPiクライアントからFTPサーバPCへ

画 像転送 を行う と仮定し た場合 ， 16.7Mbit/sec は

2087KByte/secとなる．600KBを送信すると，秒間3.5ファ

イルの速度で画像を転送することが出来る．一般的な植

物の撮影想定した場合，高速な撮影が必要でないため，

高解像度を必要としない限り，この速度で十分であると

推測する． 

 

５．RaspberryPi の移動方法と制御 

 RaspberryPi はデバイス単体では車輪やモーターが付

いていないため別途 GPIO を介してモーター制御が必要

である．移動するためには RaspberryPi の現在位置の座標

取得，カメラが向いている方向の取得が必要であり，こ

れらの取得は移動場所から離れた位置に置いた位置座標

取得用のカメラから座標と向きを求めるようにする．座

標と向きが求められることで撮影方向と移動方向の指示

が可能となり，モーターが移動すべき位置へ車輪を動か

すことで移動型の撮影システムを制御できると予想する． 

 

６．まとめ 

 本研究では，植物形状のモデル化を目指し，固定カメ

ラの撮影では困難な多方向からの撮影を解決するため，

移動型の植物形状データ収集システムの開発を試みた．

システムに安価で入手し易いデバイス RaspberryPi を利

用することで移動型のシステムを構成し，それらを複数

作成することで多数のカメラによる撮影が理論的に行え，

収集サーバにデータ保存するシステムを示した．しかし

ながら，一定フレーム以上の高解像度画像を収集する際

はより複雑なシステムが必要となることがわかった． 

今後は，RaspberryPi が対象植物を回りながら撮影出来

るよう改良し，これらのプログラムの自動化を目指す． 
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