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1 はじめに

はじめに

IDS Imaging Development Systems GmbH では、細心の注意をはらって本マニュアルの作成にあたってい

ます。しかし、ここに記載されている情報の内容、完全性、性質に関する責任を負うものではありませ

ん。また、本マニュアルの内容は定期的に更新され、ソフトウェアの最新情報が反映されますが、記載さ

れている仕様に誤りがなかった場合でも、製品が支障なく動作することを保証するものではありません。

いかなる事情があっても、当社は本製品の購入によって特定の目的が果たせることを保証することはでき

ません。

法的規制が許す範囲で、当社は本製品の購入によって生じた直接的損傷、間接的損傷ないし第三者によっ

て被った損傷について一切の責任を負いません。またいかなる場合においても、製品の購入価格を超える

賠償責任を負うことはありません。

本マニュアルの内容は既存または現存の合意、約束、表明ないし法的関係の一部にはならず、それらの修

正や訂正に相当することもありません。IDS Imaging Development Systems GmbH が負う義務は、それが

完全に適用される保証規定を含む販売契約の各条項に起因するもののみとします。かかる契約上の保証規

約は、本マニュアルに記載されている内容によって拡大される、あるいは制限を受けるものではありませ

ん。本製品に関する詳細情報の希望、本マニュアルで十分に触れられていない問題がございましたら、最

寄りの uEye 販売店かシステム業者にお問い合わせください。

商標

IDS NXT および uEye は IDS Imaging Development Systems GmbH の登録商標です。Microsoft および

Windows は、Microsoft Corporation の商標または登録商標です。本マニュアルに掲載されている他製品ま

たは社名は、すべて識別ないし記述目的だけに使用されており、これらは各所有者の商標または登録商標

である可能性があります。

著作権

© IDS Imaging Development Systems GmbH。無断複写・転載を禁じます。本書のいかなる部分も IDS

Imaging Development Systems GmbH の書面による許可なく複製、他のメディアへの送信、および他の言

語に翻訳することを禁じます。

更新日：12月 2020

お問い合わせ

当社ウェブサイト http://www.ids-nxt.com では、最新のドライバーアップデート、ソフトウェア・ハード

ウェア製品の最新情報をご紹介しております。ぜひご覧ください。ご不明な点がございましたら、最寄り

の IDS 販売店までご連絡ください。お客様の言語で万全のサポートをご提供いたします。世界各国の IDS

販売店連絡先は、当社ウェブサイト (http://www.ids-nxt.com) からご確認いただけます。

住所 IDS Imaging Development Systems GmbH

Dimbacher Str. 6-8

D-74182 Obersulm, Germany

電話 +49 7134 96196-0

Eメール info@ids-imaging.com

ウェブサイト http://www.ids-nxt.com

http://www.ids-nxt.com
http://www.ids-nxt.com
mailto:info@ids-imaging.com
http://www.ids-nxt.com
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2 記号とヒント

この記号は、機能と特長の理解を深め、使用しやすくする便利な情報を示します。

この記号は、破損を防ぐための製品の安全性に関する重要な警告を示します。
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3 ビジョンアプリ "Object Detector"

ビジョンアプリ Object Detector は、CNN (畳み込みニューラルネットワーク) を使用して画像内の複数の

物体の位置を特定して分類できます。画像内の物体の位置を事前に把握しておく必要はありません。検出

結果には、クラスの情報とクラス数、物体ごとの確率と ROI も表示されます。

物体検出に CNN を使用するには、IDS NXT カメラを IDS NXT OS バージョン 1.1 以上に

インストールしておく必要があります。

deep ocean core による CNN の処理は、1 つのビジョンアプリについてのみ実行されま

す。やはり deep ocean core を必要とする別のビジョンアプリを起動するには、現在実行

しているビジョンアプリをまず停止する必要があります。

分類または物体検出

分類または物体検出向けにさまざまなビジョンアプリがあります。分類または物体検出を使用すべきかど

うか、複数の点を考慮すべき、境界上の重複部分があります。

図 1:分類および物体検出

· 精度:分類では、各 ROI が CNN によって個々に評価されるため、高い精度を達成できます。1 つの ROI

を CNN の入力サイズ (例: 224x224 ピクセル) に拡張し、物体検出で画像全体を拡張して異なるサイズ

の物体を見つけます。

· 推論時間: 分類に要する推論時間は一般に、1 つの ROI による物体検出の評価よりも短くなります。た

だし、分類の処理時間は ROI の数に比例して長くなります。物体検出の推論時間は、画像内に見つ

かった物体数に左右されません。使用する CNN に応じて、物体検出は一定数の ROI から速くなりま

す。処理時間が重要な場合、物体の位置が既知であっても、分類ではなく物体認識を使用すると有効で

す。

· トレーニング作業:一般に、分類タスクは検出タスクよりもトレーニングが容易です。分類では、画像

ごとに 1 つの入力のみが指定され、フォルダー全体を IDS NXT lighthouse にアップロードして、画像を

バッチでラベル付けできます。物体検出では、画像は複数のボックスで個別にマークする必要があり、

作業量が多くなります。
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3.1 概要

図 2: Object  Detector

1. ビジョンアプリの選択

2. ビジョンアプリの情報

3. ビジョンアプリのアクション

4. ビジョンアプリの設定

5. ビジョンアプリでの CNN ファイルのアップロード

6. 画像分析の結果と画像ビューの選択 (ライブ画像、画像の詳細)

3.2 アクション

図 3:CNN パッケージの削除

現在デバイスで選択されている CNN を削除します。削除した後、リストの先頭の CNN がアクティブに

なります。リストの末尾の CNN が削除されると、評価は実行されなくなり、CNN を再度アップロードす

る必要があります (ファイルを参照)。
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3.3 設定

図 4:CNN パッケージの選択

CNN

· 分析する CNN を選択します。

名前、アーキテクチャなど、選択した CNN の追加情報が表示されます。

CNN に使用される表示名

· 何も変更しない場合、表示名は IDS NXT lighthouse または IDS NXT ferry でプロジェク

トを作成するために使用された名前になります。

· 表示名を変更するためにアップロードする前に、保存された CNN ファイルの名前を変

更できます (IDS NXT OS 1.1 以上および IDS NXT cockpit バージョン 2.1 以上が必

要)。

検出しきい値

ここでは、検出を有効な結果として評価するときの値を設定します。値が小さすぎると誤検出になりやす

いので、注意してください。値が高ければ、物体を検出できなくなります。

結果

· 結果の画像と検出結果が表示されます。この目的で、結果の画像がこれに対応して描画され、処理時間

が長くなります。処理時間を短縮する必要がある場合は、表示を無効にしてください。

3.4 ファイル

図 5:CNN パッケージのアップロード
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ここでは、IDS NXT lighthouse で物体検出などにトレーニング済みの CNN ファイル (*.det) をアップロー

ドします。CNN ファイルを正常にアップロードしたら、設定で CNN を選択できます。.Object Detector

は IDS NXT OS 1.1 以上で作成された CNN を物体検出に使用できます。

CNN パッケージが大きくてアップロードに長時間かかる場合は、IDS NXT cockpit にエ

ラーメッセージが表示されます。この場合もアップロードは続行されます。アップロー

ドの後、CNN パッケージがインストールされ、ビジョンアプリの実行までに数秒かかり

ます (最初にビジョンアプリを起動したときと同様)。

3.5 結果の出力

図 6:結果の出力

· 画像全体と結果の切り替え

結果の画像には、見つかったすべての物体と、物体の数、検出結果、対応する確率が表示されます。確

率が検出しきい値を上回る検出のみが表示されます。各クラスには 6 種類の色のうちの 1 つが割り当

てられ、モデルのトレーニング対象が 6 クラスを超える場合は繰り返されます。

· クラスには見つかったクラスが示されます

· カウント:見つかったクラスの数

· データ:各 ROI について見つかったクラス、確率、ROI のサイズと位置を表示します

· 推論時間:推論時間をミリ秒単位で表示します。
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4 インターフェース記述ビジョンアプリ "Object Detector"

REST インターフェースの記述は、ビジョンアプリに固有のパラメーター/値に限定されます。IDS NXT

REST インターフェースの詳細な説明は、『IDS NXT - REST interface』マニュアルをご覧ください。

REST クエリは、ランタイム時に動的に生成されるので、アクティブ化されたビジョンアプリに対しての

み可能です。

アクションとパラメーターに応じて、使用される HTTP メソッドが色分けされ、IDS NXT ユーザープロ

ファイルの権限が割り当てられます (『IDS NXT - IDS NXT cockpit による操作』マニュアルを参照)。

4.1 /vapps/objectdetector

/vapps/objectdetector

· GET 

· OPTIONS 

"Object Detector" ビジョンアプリの情報を提供します。

応答のフォーマット

HTTP 応答のコンテンツは JSON 形式 (application/json) で転送されます。

戻り値

· Activated (Boolean):ビジョンアプリのアクティベーションステータス

· Brief (String):ビジョンアプリの簡単な説明

· Description (String):ビジョンアプリの詳細な説明

· Manufacturer (String):ビジョンアプリのメーカー

· Name (String):ビジョンアプリの名前

· Status  (String):ビジョンアプリのランタイムステータス "NotRunning", "Starting", "Running", "Crashed",

"FailedToStart", "TimedOut", "ReadError", "WriteError", "UnknownError", "Incompatible"

· Title (String):ビジョンアプリのタイトル

· Type (String):ビジョンアプリのタイプ

· Version (String):ビジョンアプリのバージョン

エラー応答

エラーコードを参照してください

サンプルコード

curl -X GET "http://<ip>/vapps/objectdetector" -i --user admin:ids
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4.2 /vapps/objectdetector/actions/d_deletecurrentcnn

/vapps/objectdetector/actions/deletecurrentcnn

· GET 

· OPTIONS 

· POST 

現在デバイスで選択されている CNN を削除します。削除した後、リストの先頭の CNN がアクティブに

なります。リストの末尾の CNN が削除されると、評価は実行されなくなり、新しい CNN をアップロー

ドする必要があります (/objectdetector/files/cnnfile/data を参照)。

応答のフォーマット

HTTP 応答のコンテンツは JSON 形式 (application/json) で転送されます。

戻り値

· Active (Boolean):アクションが実行された場合は True

· Brief (String):アクションの簡単な説明

· Description (String):アクションの説明

· Enabled (Boolean):アクションの実行が許可される場合は、True

· Title (String):アクションのタイトル

· ZIndex  (Integer):アクションの Z インデックス

エラー応答

エラーコードを参照してください

サンプルコード

curl -X POST "http://<ip>/vapps/objectdetector/actions/deletecurrentcnn" -i --

user admin:ids

4.3 /vapps/objectdetector/configurables

/vapps/objectdetector/configurables

· GET 

· OPTIONS 

· PATCH 

アクティブな CNN パッケージを表示します。

応答のフォーマット

HTTP 応答のコンテンツは JSON 形式 (application/json) で転送されます。

戻り値

· a_cnns  (String):物体検出用の CNN パッケージを選択します。
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· detectionthreshold (Integer):値を返すか、検出を有効な結果として評価するときの値を設定します。

値が小さすぎると誤検出になりやすいので、注意してください。値が高ければ、物体を検出できなくな

ります。

· showresult (Boolean):検出結果を表示します。

エラー応答

エラーコードを参照してください

GET のサンプルコード

curl -X GET "http://<ip>/vapps/objectdetector/configurables" -i --user admin:ids

GET のサンプル出力

{

    "a_cnns":"PersonDetector",

    "detectionthreshold":29,

    "showresult": true

}

PATCH のサンプルコード

curl -X PATCH "http://<ip>/vapps/objectdetector/configurables" -i --user

admin:ids --data "a_cnns=<New package from OPTIONS-->Range>"

OPTIONS のサンプルコード

curl -X OPTIONS "http://<ip>/vapps/objectdetector/configurables" -i --user

admin:ids

4.4 /vapps/objectdetector/files/cnnfile/data

/vapps/objectdetector/files/cnnfile/data

· GET 

· OPTIONS 

· PUT 

新しい CNN ファイルを物体検出用にアップロードします (*.det)。

CNN ファイルの名前を変更し、REST インターフェースを介してアップロードするときに表示名を変更

できます (IDS NXT OS 1.1 以上が必要)。

応答のフォーマット

HTTP 応答のコンテンツは JSON 形式 (application/json) で転送されます。

戻り値

· HTTP code 200

エラー応答

エラーコードを参照してください
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サンプルコード

curl -X PUT "http://<ip>/vapps/objectdetector/files/cnnfile/data" -i --user

admin:ids -T /<path>/<file name>.det -H "Content-Type: application/octet-stream"

名前を変更した CNN ファイルによるサンプルコード

curl -X PUT "http://<ip>/vapps/objectdetector/files/cnnfile/data" -i --user

admin:ids -H "content-type: application/octet-stream" -H "content-disposition:

attachment; filename=myRenamedCNN.det" --data-binary @myRenamedCNN.det -vvv

4.5 /vapps/objectdetector/images/default

/vapps/objectdetector/images/result image

· GET 

· OPTIONS 

現在の ROI を画像ファイルとして転送します。

応答のフォーマット

Accept トークンを使用して結果の画像を転送するフォーマットを選択します。

· image/jpeg:JPEG 画像を転送します (デフォルト)。

· image/bmp:ビットマップ画像を転送します。

· image/png:PNG 画像を転送します。

パラメーター

追加のパラメーターを使用して、結果の画像をさらに細かく指定できます。

· MaxHeight (Integer):結果の画像の高さの最大値 (ピクセル単位):1 ... x (最大、センサーの高さ)。

· MaxWidth (Integer):結果の画像の幅の最大値 (ピクセル単位):1 ... x (最大、センサーの幅)。

· Quality  (Integer):コンテンツタイプとして image/jpeg が設定されている場合、結果の画像の JPEG 品質

(パーセント):0…100

戻り値

· message-body :画像データ

エラー応答

エラーコードを参照してください

サンプルコード

curl -X GET "http://<ip>/vapps/objectdetector/images/resultimage?quality=100" -i

--user admin:ids -H Accept:image/jpeg --output result.jpg

4.6 /vapps/objectdetector/resultsources/last

/vapps/objectdetector/resultsources/last

· GET 

· OPTIONS 
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最後の画像分析の結果を返します。

応答のフォーマット

HTTP 応答のコンテンツは JSON 形式 (application/json) で転送されます。

戻り値

· class  (String):見つかったクラス

· count (String):見つかったクラスの数

· data (String):見つかったクラス、確率、ROI のサイズと位置を表示します。

· inferecetime (Integer):ミリ秒単位の推論時間

エラー応答

エラーコードを参照してください

サンプルコード

curl -X GET "http://<ip>/vapps/objectdetector/resultsources/last" -i --user

admin:ids

4.7 エラーコード

REST クエリに対して、戻り値として HTTP 応答コードが使用されます。以下は REST クエリの戻り値

となる HTTP コードですが、一般には任意の HTTP コードが可能です。

HTTP コード 説明

200 成功

404 要求したオブジェクトが見つかりませんでした (パスが間違っている場合など)。

405 クエリは他の HTTP メソッドで行う必要があります (例:GET ではなく OPTIONS）。

500 内部デバイスエラー

503 結果がありません (例: コードが読み取られていない)。
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