
三角測量方式の距離画像カメラによる光の屈折を利用した

カップ内の液体の発見

○原 祥尭 ∗1，本多 史人 ∗1，坪内 孝司 ∗1，大矢 晃久 ∗1

Detection of Liquid in Cups Based on the Refraction of Light
with a Depth Camera Using Triangulation

*Yoshitaka HARA∗1, Fuhito HONDA∗1,
Takashi TSUBOUCHI∗1, Akihisa OHYA∗1

∗1 Graduate School of Systems and Information Engineering, University of Tsukuba
1-1-1 Tennodai, Tsukuba, Ibaraki 305-8573, Japan

We propose a method to recognize cups on desks and detect liquid in the
cups with a depth camera using triangulation. When we measure the clear liquid in
a cup, raised bottom is measured. It is caused by the principle of triangulation and
light refraction. We formulated it theoretically, and confirmed that the formulation is
consistent with the experimental results. On the other hand, when we measure the
opaque liquid with the depth camera, the liquid surface is measured. Therefore, it
is possible to detect the existence of liquids using the measured height. We created
a method to detect the liquid in the cup using this theory. In our experiments, the
proposed method have successfully detected various transparent or opaque liquids.
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1. 緒 言

近年，コンピュータの入力装置としての市場もある

距離画像カメラ（Depth Camera）の開発が活発であ
り，様々な測距方式の製品が登場している．三角測量

方式の距離画像カメラで透明な液体を測定した場合，

光の屈折が発生して実際の形状とは異なる形状が測定

されることが予想される．また，液体の透明度によっ

ても測定結果は異なってくると考えられる．

本稿では，様々な透明度の液体に対して測定結果を

定量的に評価し，測定した形状がどのように変化して

いるかを調査する．また，三角測量の原理と光の屈折

に基づく理論的な背景を明らかにし，実測結果と比較

する．さらにこの特性を利用して，距離画像カメラを

搭載した自律移動ロボットが机上のカップを認識し，

カップ内の液体を発見する手法を提案する．人の生活

を支援するロボットの実現に向け，液体が入ったカッ

プを認識できることは有益だと考えている．

本稿の貢献は，三角測量方式の距離画像カメラで無

色透明な水を含む様々な透明度の液体を測定した際の

現象を実験と理論の両面から明らかにし，この特性を

利用してカップ内の液体の発見を可能とした点である．
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液体の透明度がどの程度であっても，1つの枠組みで
カップ内の液体を発見できる．

2. 関 連 研 究

距離画像カメラを用いた 3次元形状に基づく物体認
識は，盛んに研究が行われており，多数の手法が提案

されている(1) (2)．しかしこれらの研究では，透明で

はない固体を認識対象としている場合が多い．これら

と比較して本研究では，様々な透明度の液体の発見を

目的とする．

グラスなどの透明な固体を認識対象とした研究も行

われている．FritzらやChoiらは，単眼カメラ画像か
らグラスなどの物体を認識する手法を提案した(3) (4)．

またMaenoらは，Light Field カメラを用いて複数種
類の透明なグラスを認識している(5)．距離画像カメラ

を用いたものとしては，Time of Flight カメラを用い
たKlankらの研究(6)や，三角測量方式の距離画像カメ

ラを用いた Lysenkovらの研究(7)が挙げられる．ただ

し認識対象は固体であり，液体は対象としていない．

液体による光の屈折を考慮した形状計測の研究とし

て，山下らによる一連の研究がある(8)∼(10)．文献(8)で

はレーザスポット，文献(9)ではレーザスリット，文献
(10)では 2次元パターン光を用いた三角測量により，水
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Fig. 1 Scene to measure a cup on the desk.

中の物体を 3次元計測している．本稿でも同様に光の
屈折を考慮するが，水中の物体ではなく液体そのもの

の発見を目的とする．

また，ステレオカメラで光の屈折を考慮した研究と

して，Katoらによる水中物体の形状計測(11)や，Morris
らによる水面の形状計測(12)が挙げられる．特に文献
(12)は水面を計測対象としており，本研究の目的に近

い．しかし水面下の底面に既知のテクスチャがあるこ

とを前提としている．これに対し本研究では，テクス

チャのないカップ内部にある液体の発見を目的とする．

液体も含む物体認識を行っている例として，岡田ら

の研究(13)がある．ここでは，蛇口から流れる水流を

認識し，ヒューマノイドが食器を洗う動作を実現して

いる．しかしこの手法では気泡で可視となった水流を

認識しており，本研究の目的である無色透明な水を含

むカップ内の液体の発見には適さない．

3. カップ内の液体測定の基礎実験

距離画像カメラでカップと内部の液体を測定した際

に，液体の種類や量に応じて形状データにどのような

違いが出るかを調査した．本稿では三角測量方式の距

離画像カメラとして，ASUS製の Xtion PRO LIVE
（以降，Xtion と表記）を使用した．Xtionは，センサ
から投影した 2次元パターン光を撮影することで三角
測量により各方位を測距し，距離画像を取得している．

図 1に，実験時の距離画像カメラとカップの位置関
係を示す．机の正面にXtionを搭載したロボットを配
置し，机上のカップと内部の液体を測定した．

図 2，図 3，図 4に，測定によって得られた点群デー
タの側面図を示す．図 2は空のカップを測定した点群，
図 3は不透明なミルクティーが深さ 30 [mm] 入った
カップを測定した点群，図 4は透明な水が深さ 30 [mm]
入ったカップを測定した点群である．空のカップであ

る図 2ではカップ底面の点群が机平面と接しているの
に対し，不透明なミルクティーが深さ 30 [mm] 入った
図 3では液面と思われる点群が測定されている．よっ
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Fig. 2 Side view of the point cloud obtained by
measuring the empty cup.

液面
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Fig. 3 Side view of the point cloud obtained by
measuring the cup in which opaque milk tea
was 30 mm depth.

ｶｯﾌﾟ底面

ｶｯﾌﾟ底面が机平面から
浮き上がっている

机

Fig. 4 Side view of the point cloud obtained by
measuring the cup in which transparent
water was 30 mm depth.

て不透明な液体を測定した際には，投影したパターン

光が液面から拡散反射するため，液面が点群として測

定されていると考えられる．一方で透明な水が深さ 30
[mm] 入った図 4では，カップ底面の点群が机平面か
ら浮き上がっているように測定される．透明な液体の

場合にはパターン光が液面で屈折して底面に投影され，

底面が浮き上がって測定される現象が生じていると考

えられる．この理論については，4章にて考察する．
次に，カップ内の液体の種類や量とXtionからカッ
プの水平奥行きを実験条件とし，各条件ごとに 10回の
点群データを取得した．得られた点群データからカッ

プの液面・底面部分を抽出し，点群の高さ平均値を計測

した．液体の種類や量は，空，水 10, 20, 30 [mm]，ミ
ルクティー 10, 20, 30 [mm]の合計 7とおり，Xtionか
らカップの水平奥行きは 200, 300, 400, 500, 600 [mm]
の合計 5とおりとした．図 5に，実験結果をグラフに
したものを示す．なおXtionからカップの水平奥行き
が 600 [mm]のときはカップの液面・底面が隠れて測
定されなかったため，グラフから除外してある．
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Fig. 5 Mean of the measured height of the liquid
surface or the raised cup bottom versus
the type of liquid in the cup, error bars
represent the standard deviation (±1σ).

図 5 を見ると，透明な水では Xtion からカップの
水平奥行きが遠ざかるほど，また水深が深いほど，底

面が高く浮き上がって測定されている様子が分かる．

一方で不透明なミルクティーについては，Xtionから
カップの水平奥行きに関係なく，測定される高さは概

ね一定であった．これは前述したとおり，液面が点群

として測定されているためだと考えられる．ただし測

定される高さは，カップの底面高さ 7 [mm]に液面の
高さを足した値よりも 1～2 [mm]程度低い．液体の
量は人手で計測しているため計測誤差の可能性も残る

が，ミルクティーは完全に不透明ではないため，投影

したパターン光が液面の少し下まで潜ってから拡散反

射しているのではないかと考えられる．

ここで図 5から，液面または底面の点群の高さを用
いて液体の有無を判定できるか検討する．カップが空

の状態とカップ内に水が深さ 10 [mm] 入った状態を
Xtion からカップの水平奥行きによらず比較すると，
高さ平均値に最低でも約 1 [mm]の違いがある．Xtion
からカップの水平奥行きが同一の場合を比較すると差

は大きくなり，例えば水平奥行きが 200 [mm]の場合
は約 2 [mm]の違いがある．次に，カップが空の状態
とミルクティーが深さ 10 [mm]入った状態を比較する
と，最低でも 7 [mm]以上の違いがある．よって無色
透明な水でもカップ内に高さ 10 [mm]程度存在すれ
ば，高さの測定誤差による誤判定の可能性はあるが，

液体の有無を判定可能である．またXtionからカップ
の水平奥行きに応じて閾値を可変として判定すれば，

より正確に液体の有無を判定可能だと考えられる．そ

してミルクティーのような不透明な液体は，透明な水

と比較して液体の有無を判定しやすいことが分かる．

4. 透明な液体で底面が浮き上がって測定される理論

図 6 に，本稿で使用している三角測量方式の距離
画像カメラ Xtionの外観を示す．Xtionはレーザプロ
ジェクタにより，赤外線のランダムドットパターンを

ﾚｰｻﾞﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ

赤外線ｶﾒﾗ

Fig. 6 Depth camera “Xtion PRO LIVE”.
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Fig. 7 Bird’s eye view to represent the refraction of
beam and transformation of the measured
point when a depth camera using triangu-
lation measures the transparent liquid.

投影する．このパターン光を赤外線カメラで撮影する

ことで，三角測量により各方位を測距して距離画像を

取得している．

図 7に，三角測量方式の距離画像カメラで透明な液
体を測定した際の光路の屈折と測距点の変化を表す鳥

瞰図を示す．光路上に透明な液体が存在した場合，投

光ビームが液面で屈折してから底面に投影されて実際

の反射点Rとなり，拡散反射した受光ビームも屈折し
て赤外線カメラで撮影される．ここで三角測量の原理

では，レーザプロジェクタの投光点 Lからの投光ビー
ムの角度 θL，赤外線カメラの受光点 Cでの受光ビー
ムの角度 θC，基線長（ベースライン）bの 3つのパ
ラメータのみによって測距点Mが測定される．この
ため，測定される見かけ上の測距点Mは光路の屈折
が発生しなかった場合（液体がない場合）に該当する

投光ビームと受光ビームが交わる点となり，実際の反

射点 Rとは高さが異なる．よって図 7に示すように，
底面ではなく浮き上がった液中に見かけ上の測距点M
が測定されることになる．

ここで図 8に，三角測量方式の距離画像カメラから
見た各反射点の位置を表す平面図を示す．図中の a⃝や
b⃝のように，投光点 Lと受光点Cの垂直二等分線（を
通る鉛直平面）上に反射点Rが存在する場合には，投
光ビームと受光ビームが見かけ上交わり，光路の屈折

が発生しなかった場合に投光ビームと受光ビームが交
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Fig. 9 Cross-sectional view of the vertical plane
(LR plane), where the projected beam
passes through, to represent the height of
the feigned measurement point.

わる点が存在する．一方で図中の c⃝のように垂直二等
分線上以外に反射点Rがある場合には，投光ビームと
受光ビームは見かけ上ねじれの位置となり，投光ビー

ムと受光ビームが交わる点が存在しない．これに関し

ては後述する．

まず，反射点 Rが投光点 Lと受光点 Cの垂直二等
分線上にある場合について考える．図 9 に，見かけ
上の測距点の高さを表す，投光ビームが通る鉛直平面

（LR平面）の断面図を示す．測距点高さmは，水深

wと液面下の測距点深さ sからm = w −sとなる．こ

こで液面下の測距点深さ sは，式 (1)で計算される．
θ1 は入射角，θ2 は屈折角である．

s = w tanθ2
tanθ1

(1)

さらに屈折角 θ2は，スネルの法則より式 (2)で求まる．
ここで，nは空気に対する液体の相対屈折率である．

θ2 = arcsin sinθ1
n

(2)

よって測距点高さmは，入射角 θ1に対して式 (3)で
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Fig. 11 Cross-sectional view of the vertical plane,
where the projected beam and the receiving
beam pass through respectively, to repre-
sent that the feigned beams become skewed.

計算できる．

m = w −
w tan

(
arcsin sinθ1

n

)
tanθ1

(3)

図 10に，式 (3)に基づいて水を測定した際のビー
ムの入射角 θ1 に対する測定される底面が浮き上がる

高さmを計算した結果を示す．相対屈折率 nには，空

気に対する水の相対屈折率 1.333を代入した．入射角
が大きくなるにつれ，また水深が深いほど，底面が高

く浮き上がって測定されることが分かる．

ここで，投光ビームと受光ビームが見かけ上ねじれ

の位置となる場合を考える．図 8の c⃝のような場合に
は，投光ビームの入射角 θ1と受光ビームの入射角 θ4

が異なるため，例えば図 11に示すように投光ビーム
と受光ビームがねじれの位置となる．しかしXtionに
よる測定では，以下の 2つの理由により，このような
場合にも問題なく測距が可能である．1) Xtionが投影
するパターン光は 2次元画像上で一意に対応が求まる
ため，ビームのねじれにより対応点が赤外線カメラ上

でエピポーラ線から外れても対応が求まり測距可能で
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ある(14)．2) Xtionの基線長は 75 [mm]，カメラ水平
視野角は 58.5 [deg]，最短測定距離は 500 [mm]であ
り，投光ビームの入射角 θ1 と受光ビームの入射角 θ4

はそれほど大きく異ならない．図 12に，ビームの入
射角の差分値が最大となる場合を示す．投光ビームの

入射角 θ1と受光ビームの入射角 θ4の差分値は最大で

も 6.95 [deg]であり，充分に小さい．
以上より，投光ビームと受光ビームのねじれは無視

できるので，ビームの入射角 θ1,θ4 は式 (4)となる．

θ1 = θ4 = arctan p

h
(4)

水平測定距離 pは，図 8から式 (5)で計算できる．

p =

√
d2 +

(
b

2

)2
(5)

よって入射角 θ1,θ4は，反射点の水平奥行き dに対し

て式 (6)となる．

θ1 = θ4 = arctan

√
d2 +

(
b
2
)2

h
(6)

図 13に，式 (6)に基づき図 1の条件で反射点の水平
奥行き dに対する入射角 θ1,θ4を計算した結果を示す．

式 (3)と式 (6)から，反射点の水平奥行き dに対する

測定される底面が浮き上がる高さmは式 (7)となる．

m = w −
hw tan

(
arcsin

sin

arctan

√
d2 +

(
b
2
)2

h


n

)
√

d2 +
(

b
2
)2

(7)

図 14に，式 (7)に基づいて反射点の水平奥行き d

に対する測定される底面が浮き上がる高さ mを計算
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した結果を示す．相対屈折率 nには，空気に対する水

の相対屈折率 1.333を代入した．また，3章の実験結
果を重ねてプロットしている．この結果から，本章に

て述べた透明な液体で底面が浮き上がって測定される

理論が，1～2 [mm]程度の誤差はあるが，実験結果と
良く一致していることが分かる．理論値と実測値が完

全には一致しないのは，Xtionの測定誤差によるもの
と，実測の際に液体の量を人手で計測して調整してい

ることによる計測誤差の影響だと考えられる．人手に

よる計測のため，液体の高さの真値は ±1 [mm]程度
の精度である．

5. カップと内部の液体の発見手法

液面または底面の点群の高さを用いることで，カッ

プ内の液体の有無を判定する手法を提案する．図 15
に，処理手順の全形を示す．まず距離画像カメラで机

上を測定し，入力点群データとする．距離画像カメラ

の取り付け角度や机平面からの高さは分かっているも

のとする．次に，入力データから机平面を検出する．

そして机上の物体を抽出し，セグメンテーションを行

う．この中からカップを識別し，その後カップ内の液体

の有無の判定を行う．処理の詳細について以下に記す．

なお実装には，Point Cloud Library(15)を使用した．
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Fig. 15 Procedure of the proposed method to recognize cups on desks and detect liquid in the cups.

5·1 机平面の検出 Xtionで取得した入力点群
データからRANSAC(16)を用いて平面を検出し，平面

に属する点群を入力データから取り除く．実装では，

RANSACの外れ値除去の閾値を 10 [mm]とし，入力
データの点数を初期値として，点数が初期値の 3割未
満になるまで繰り返した．ここで抽出した平面を机平

面の候補とする．次に事前知識である距離画像カメラ

の取り付け角度と机平面からの高さから机平面の方程

式を作成し，それぞれの候補点群中の全点群との平均

距離を比べる．そして距離が最も小さい平面を机平面

として検出する．

5·2 机上の物体の抽出 抽出した机平面の方程

式を利用して入力データを回転・平行移動し，入力デー

タ中の机が高さ 0の平面となるように座標変換する．
その後，机以下の高さにある点とカップよりも高い位

置にある点を削除する．本稿の実装では，認識したい

カップの最大高さが 87 [mm]だったので，100 [mm]
より高い位置の点を削除した．これにより，カップが

存在する可能性のある領域の点群のみを抽出する．

5·3 点群のセグメンテーション 全点群の中か

らランダムに 1点を抜き出し，その点から閾値内の距
離にある点を同じ物体上の点とみなしてセグメントに

入れる．この操作を繰り返すことで，物体ごとのセグ

メンテーションを行う．実装では，閾値を 40 [mm]と
した．

5·4 カップ認識 まず物体の大きさを利用し，明

らかにカップではない物体を消去する．セグメントの

端から端までの距離を計算し，カップの取りうる値か

ら離れすぎているセグメントを候補から消去する．

次にセグメントの一定の高さの点群を切り出し，机

平面に平行投影する．実装では，高さ 40 [mm]から 50
[mm]の間の点群を切り出した．カップを円形と考え，
最小二乗法で円の方程式を当てはめる．当てはめた円

と切り出した点の距離の二乗平均が閾値以内であり，

当てはめた円の半径が閾値の範囲内であれば，カップ

机平面
（高さ0の平面）

抽出

この範囲の
点群を抽出

10 [mm] 最小二乗法で
当てはめた円

液面・底面の
高さを算出

Fig. 16 Extraction of the liquid surface or the raised
bottom in the recognized cup.

候補として残す．実装では，当てはめた円との距離の

二乗平均が 40 [mm]以内，当てはめた円の半径が 20
[mm]以上 100 [mm]以下であれば，カップに類似した
大きさの円筒形物体とした．

最後に残った複数のセグメントに対して，カップの

テンプレート点群と ICPマッチング(17)を行う．テン

プレート点群は事前に手動でカップを抜き出して作成

しておく．本稿では様々な方向から測定した複数のテ

ンプレート点群とのマッチングを行ない，一番良い評

価値を出したセグメントをカップとして抽出する．評

価値には，ICPの対応点間の距離の平均値を用いた．
この時，一番良い評価値が閾値外であれば，カップは

存在しないと判断する．

5·5 カップ内の液面・底面の抽出と液体の有無判定

最小二乗法による円の当てはめを行った際の円の半径

と中心座標を利用して，液面または底面の点群を抽出

する．処理の概要を図 16に示す．円の中心が最小二
乗法で当てはめた円と一致し，半径が 10 [mm]小さい
円の範囲内にある点群を抽出する．そして抽出した点

群の高さの平均値を取り，その数値をカップの液面・

底面の高さとする．認識したカップのテンプレートが

持つ閾値（底の高さ）よりも液面・底面の高さが高い

場合，カップ内に液体が入っていると判定する．本稿

で対象としたカップでは，3章の基礎実験の結果から
閾値を 9 [mm]と定めた．
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Fig. 17 Plan view of the configuration of the depth
camera, the cup, and other objects.
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Fig. 18 The cup was segmented incorrectly with
other object, and was not recognized.

カップ

カップと誤って
認識された物体

Fig. 19 The cup was occluded behind other object,
and was not recognized.

6. カップ認識と液体発見の評価実験

6·1 カップ認識 カップの認識について，提案

手法と FPFH特徴量を用いた SAC-IAアルゴリズム
(18)による従来手法の比較実験を行った．SAC-IAアル
ゴリズムは物体認識手法の 1つであり，3次元形状の
特徴量を用いて大域的なマッチングを行う手法である．

図 17に，実験時の各物体の配置を示す．机の正面に
位置したロボットに搭載したXtionで，机の上に置か
れた空のカップを測定した．机の上にはカップ以外の

物体も存在している．取得した点群データに対し，提

案手法を用いて机上の物体を抽出する．その後，SAC-
IAアルゴリズムと提案手法のカップ認識アルゴリズ
ムをそれぞれ適用し，カップを認識する．測定を行う

ごとにカップや他の物体の配置をランダムに変化させ，

合計 20回試行して認識率を評価した．
提案手法の認識成功が 20回中 15回（75％），SAC-

IA アルゴリズムの認識成功が 20 回中 4 回（20 ％）
だった．SAC-IAアルゴリズムによる認識率が低い原
因として，Xtionの測定誤差の影響で法線が正しく算
出できないこと，カップの形状が単純で他の物体と類

Table 1 Experimental results of cup recognition and
transparent or opaque liquid detection.

実際のカップ内容物
提案手法の判定結果
カップ認識 液体発見

空 8 / 10 1 / 8

水 10 [mm] 7 / 10 7 / 7
水 20 [mm] 8 / 10 8 / 8
水 30 [mm] 7 / 10 7 / 7
麦茶 10 [mm] 8 / 10 8 / 8
麦茶 20 [mm] 7 / 10 7 / 7
麦茶 30 [mm] 7 / 10 7 / 7

オレンジジュース 10 [mm] 7 / 10 7 / 7
オレンジジュース 20 [mm] 7 / 10 7 / 7
オレンジジュース 30 [mm] 7 / 10 7 / 7
トマトジュース 10 [mm] 7 / 10 7 / 7
トマトジュース 20 [mm] 8 / 10 8 / 8
トマトジュース 30 [mm] 7 / 10 7 / 7
ミルクティー 10 [mm] 7 / 10 7 / 7
ミルクティー 20 [mm] 7 / 10 7 / 7
ミルクティー 30 [mm] 7 / 10 7 / 7

※ 各試行ごとに机上にカップと他の物体をランダムに配置

似した FPFH特徴量となり対応付けを誤ってしまう
こと，などが考えられる．これに対し提案手法は，複

数の候補セグメントすべてに対して最小二乗法による

円の当てはめと ICPマッチングを行うので，カップを
認識できる可能性が高い．以上より，机上に他の物体

が存在する状況でカップを認識をするには，SAC-IA
アルゴリズムより提案手法が有利だと言える．

6·2 液体発見 提案手法を用いてカップを認識

した後にカップ内の液体の有無を判定し，正しく液体

を発見できた成功率を評価した．前節と同様に，図

17に示す状況で測定を行った．取得した点群データに
対して提案手法を適用し，カップの認識とカップ内の

液体の発見を行った．カップ内の状態は，空の状態，

水，麦茶，オレンジジュース，トマトジュース，ミル

クティーがそれぞれ 10, 20, 30 [mm]入った状態の合
計 16とおりとした．各液体ごとに透明度が異なって
いる．それぞれの状態に対し，10回の試行を行った．
表 1に，実験結果のまとめを示す．この表を見ると，
液体の有無の判定失敗は全試行中カップが空の状態の

1回のみであり，液体発見の成功率は高い．またカッ
プの認識は，各状態で 7割から 8割の成功率だった．
図 18，図 19に，カップの認識に失敗した例を示す．
図 18では，カップと他の物体の距離が近すぎたため
に合わせて 1つのセグメントになってしまい，認識に
失敗している．図 19では，カップが他の物体の影に
隠れ，認識に失敗している．これらの問題への対策と

して，セグメンテーション手法の改良，複数の角度か

ら測定を行う，などが考えられる．



7. 結 言

三角測量方式の距離画像カメラで透明な液体を測定

した場合，光の屈折により実際の形状とは異なる形状

が測定される．また，液体の透明度によっても測定結

果は異なる．本稿では，様々な透明度の液体に対して

測定結果を定量的に評価し，測定した形状がどのよう

に変化しているかを調査した．また，三角測量の原理

と光の屈折に基づく理論的な背景を明らかにし，実測

結果と一致することを確認した．さらにこの特性を利

用して，距離画像カメラを搭載した自律移動ロボット

が机上のカップを認識し，カップ内の液体を発見する

手法を提案した．液体の透明度がどの程度であっても，

1つの枠組みでカップ内の液体を発見できる．
本稿では，提案手法と従来の SAC-IAアルゴリズム
を用いたカップ認識の比較実験を行ない，提案手法の

優位性を示した．また液体発見の実験により，提案手

法がカップ内の様々な透明度の液体を発見できること

を示した．特に，無色透明な水の発見に成功している

ことが，本研究の最大の貢献である．

今後の課題としては，Time of Flight 方式の距離画
像カメラで液体を測定した際の現象の調査がある．ま

た，カップの認識率の向上や，ロボットが自律的に移

動しながらのカップと内部の液体の発見が挙げられる．
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