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水中物体の写真によるコントラストの推定*1 

中村善彦*2・博 恩波吋

シリラクソフォン ソンブーン *2

Estimation of In-Water Image 

Contrast Using Photograph 

Yoshihiko NAKAMURA本 EnboFu本 3and 

Somboon SIRIRAKSOPHON* 2 

Abstract 

It takes difficulty to measure a contrast of in-water object that is one of the factor司influencingthe vision. 

This paper proposes a method for estimating an in-water image contrast using its black-and-white photograph. 

Contrast valu巴SClof 26 test boards. each of which has specific coloring composition against black background. 

were巴stimatedfrom the proportion of their luminance values under different int巴nsitiesof illumination ranging 

from 15001x to 0.031x. In other m巴thod.each of th巴 testboards was photographed using black-and-white film 

with different sensitiviti巴sbased upon the light conditions. Using the particular computer software and scanner. 

the specific gray values of both target and background for each image photograph were obtained to estimate the 

comparative contrast value Cg. 

Results show that increasing light intensities did not enhance the contrast value. In comparison with th巴

contrast estimat巴dfrom the two methods a relative equation betw巴enthe Cl and the Cg is presented as : Cl = 

0.174 ln Cg + 0.921. Application of this equation to data for the in-water photograph was also discuss巴d.

，. はじめに

漁具など水中物体の近くにおける魚の行動は主に視覚

によるものであることが知られている υ。視覚は魚の生

理と外部要因で決まるものである。外部要因としては明

るさ，水中物体の大きさおよびコントラストなどが考え

られる。ここでは水中物体のコントラストについて検討

する。水中物体のコントラストは輝度計を水中に投入し

て測定して求めるが，専用の測定器が無いことや水中作

業における種々の問題があり，簡単に求めることはでき

ない。従って，コントラストはほとんどが実験室で求め

られ，フィールドで求められることは少ない。しかし，

実際の海では海域によって海水の濁りが異なり，水中物

体のコントラストに大きく影響するので，フィールドで
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水中物体のコントラストを求める必要がある。

本研究では水中ターゲットの写真から簡単に水中ター

ゲットのコントラストを推定する方法を検討した。また，

明るさのコントラストに対する影響についても吟味した。

2. 理論的考察

一般に写真フィルムの受けるエネルギーEは次式2)に

示すように，光の強さ Iと露光時間 11の相乗積である。

E=It1 -・・・(1)

このエネルギ-Eを受けたフィルムを一定条件で現

像すると濃度 Dを生じる。

D = f (Jl;) 

= kIt1 t2 -・・・(2)

ここに.kは係数. 12は現像時間である。

写真の階調を Gとすれば.Gと濃度 Dとの聞に次式

のような関係を持つ。

G=g(D) 

= g (k. 1. Ij， t2) )
 

ハペ
υ(
 

• • • • • 
・

一方，ターゲットの反射輝度を Lとすれば.L=f(I) 
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G=h (k. L. t1• t2) -・・・(4)

が成立するのでペ (3)式は(4)式となる。 体に存在するものであるが，十分広い面積を持たせるこ

とで部分的に描いた。

すなわち，写真の階調 Cと輝度 Lとの聞には相関関

係が存在する。したがって，輝度を測定して求めたコン

トラストは写真の階調からも推定できると考えられる。

物体のコントラスト Clは，一般的には次式で表わさ

れる 4)。

Cl=土工ニ主
LB 

)
 

に

υ(
 

• • • • • 
・

ここで，LTとLBはそれぞれターゲットとパックグラン

ドの反射輝度である。

輝度の値は黒色から白色へ数値が増大するのに対して，

階調の値は黒色 (255)から白色 (0)へ減少し，しかも

その変化は有限であるなど両者の定義は異なる。そのた

め，輝度から求めたコントラスト Clと階調から求めた

コントラスト Cgの聞に高い相関を得ることができない。

そこで，輝度と階調の違いによる影響をなくするために，

本研究ではターゲットのコントラスト Clを次式で表わ

す5)。

LT一LB ......(6) 
l LT+LB 

ここで， (5)および(6)式は共に比を表わす点から同じ性格

を持つ式であり，両式で求められるコントラストには互

換性がある。

写真の階調にもとずくターゲットのコントラスト Cg

は(5)式にならって，次式で示す。

Cp= Gr~GB 
. Gr+GB 

-・・・・(7)

水中実験には黒色アグリル板 (10x 10cm) に白，シ

ルバーグレイ，グレー，ダークグレイおよび黒色を塗装

したターゲットを用い，パックグランドにはつや消しの

黒色アクリル板を用いた。

2) 空気中の実験

黒色布の上にテスト板を置き，テスト板から80cm上

方に輝度計 (TopconBM-5)を設定して，ターゲットお

よびパックグランドの中心部の反射輝度を測定した。同

じ条件で，輝度計をカメラ (NikonF2)に取り替えてタ

ーゲットを写真撮影した。テスト板の両側面には白色蛍

光灯をそれぞれ2本ずつ設置し，オパールグラスを介し

て照明し，テスト板の表面の明るさが均一になるように

した (Fig.2参照)。実験時の明るさはオパールグラス

の枚数を変え，蛍光灯のターゲットまでの距離を調節し，

1500， 500， 50， 11xおよび 0.031xの五段階に変動させた。

また，使用したフィルムの感度は明るさ 15001xおよび

5001xでは ASA100であり， 50， llxおよび 0.031xでは

ASA1600であった。写真撮影は絞りを5.6とし，シャッタ

ースピードはカメラの示度に合わせた。明るさが 0.031x

の場合のシャッタースピードは解放で10秒間露光した。

また，フィルム現像， 51き伸ばしは，特別に条件をつけ

ること無く現像所で行った。引き伸ばした写真はスキャ

ナ (GT6000)に虫、lナ，ノfソコンソフト NIHImage version 

1.456
)を用いて，ターゲットとパックグランドの中心部

分の階調をそれぞれ測定した。

3) 水槽実験

実験には長さ 80cm，幅 42cm，高さ 42cmのガラス

製水槽を用いた (Fig.2参照)。水槽には深さ 30cmま

ここで，Grと GBはそれぞれ写真によるターゲットとパ で水道水を入れ， Fig.2に示すようにターゲットおよび

ックグランドの階調である。

本研究では，Clとらとの関係を明らかにし，写真の

階調から水中ターゲットのコントラストを求め石ことを

試みた。

3.材料と方法

1) ターゲッ卜

写真撮影用のテスト板は空気中と水中の実験に用いる二

種類を準備した。空気中の実験では，テスト板は Fig.l

に示すように上質紙に措いたターゲットの部分Aとパッ

クグランドの部分Bから構成される。ターゲットの大き

さは周囲の影響を受けないように一辺が 10cmの正方形

とし，色は256階調の色見本から，明度 0% (黒色)か

ら100%(白色)まで 4%間隔で変動させ， 26枚のター

ゲットを作製した。バックグランドには明度 0%(黒色)

を用いた。本来，パックグランドはターゲットの回り全

A 

B 

Fig. 1 Sketch of a test board. 
A : target. B: black background. 
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トとパックグランドは同じ写真画面にあるので，両方の

時間の要素は相殺され，そのコントラストを推定するこ

とができる。

Fig.4は明るさのコントラストへの影響を示したもの

である。横軸は明度であり，縦軸はバックグランドの明

度が 0%の場合について各ターゲットのコントラスト

Clを(6)式で求めたものである。図中のマークはそれぞ

れ明るさを表わす。図から明らかなように，同じターゲ

ットとバックグランドのコントラストは明るさが変わっ

ても，変動は少なしほぼ一定の値を示した。このこと

から，コントラストは明るさの影響を受けないことが確

認された。

2) 写真の階部とコントラストの関係

Fig.5は写真の階調から(7)式で求めたコントラスト

Cg と，輝度から(6)式で求めたコントラストClの関係を

示したものである。図中のマークはそれぞれ明るさを表

わす。同図では，コントラストは明るさの影響を受け

ることが少ないこと，しかし輝度計の精度は暗くなる

と低下することを考慮して，明るい場合のデータを用

いた。同図から Cgが高くなるに伴って Clも高くなり，

特にらが0.2以下の場合では Clの増加率が高いことが

水中物体の写真によるコントラストの推定

バックグランドの輝度を測定してから写真を撮影した。

この場合，水面からの反射光がカメラに入るのを防ぐた

め，直径が 8cmの塩化ビ‘ニール製円筒ノ〈イプを介して

撮影した。パイプの内部は黒色塗装し，先端には透明ア

クリル板を取り付け防水加工した。なお，実験時の明る

さは 5001x，フィルム感度は ASA400，絞りは5.6に設

定した。水中および空気中で測定された輝度を比較する

ために，水槽の水を抜いた状態でも測定した。写真のタ

ーゲットおよびバックグランドの階調測定は空気中の場

合と同様とした。

1) 写真の階調と輝度との関係

空気中で輝度計を用いて測定したターゲットの反射輝

度と写真の階調との関係を明るさ別に Fig.3に示す。

横軸は写真の階調であり，縦軸は反射輝度である。どの

明るさにおいても，反射輝度が小さくなると写真の階調

は高くなる。両者の聞には相関関係が認められる o しか

し，明るさが異なることによって，写真の階調が同じで

もその反射輝度は異なる。それは階調を表わす(4)式の中

には輝度のほかに露光時間および現像時間の要素が入っ

ているためと考えられる。写真では明るさが変動しでも

ほぼ一定の階調を示す。したがって，写真の階調から直

接に輝度を推測することは難しい。しかし，ターゲッ

結果と考察4. 
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Schematic diagram of experimental 
apparatus. 
a : luminance meter or camera， 

b : black colored pipe o 8cm. 
c : fluorescent lamp box. 
d : test board. e: experimental tank 

Fig.2 
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Fig. 4 Relations between brightness value in 

percentage and the contrast value (Cl) 
of 26 test boards. 
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trast values measured under illumination in-
tensities of 15001x. 501x. 1目。lx，and O.031x， 
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分かる。両者の聞には，明るさによるぱらつきが多少あ

るが，全体から見ればかなりの栢関があり，両者の関係

を最小自乗法で求めると，次式が得られる(相関係数:

0.95)。

C[=0.1741n Cg+O. 921 

Gr-GB 
=0. 1741n一一一一一一+0.921

Gr+GB 
-・・・(8)

写真の階調が分かれば，物体の C[を推定することが

できる。

3) コントラストの推定

前述の結果を空気中で明るさが 5001xの場合について

検討した。写真の階調から(8)式によってターゲットのコ

ントラスト C[を求めた。ここで， (8)式から求めたコン

トラスト C[をCfと置く。 Fig.6のシンボルマーク企は

(8)式から推定した Cf'と輝度から(6)式で算出したコント

ラスト C[との関係を示したものである。実線は45度の

直線を示したものである。コントラストは高いところで多

少ずれているが，写真の階調からほぼコントラスト C[が

再現できたものと考える。

次に，空気中の実験結果が水中で成立するかどうか明

るさが 5001xの場合について検討した。水中写真の階

調から(8)式によって水中物体のコントラスト Cfを推定

した。水中物体のコントラスト C[は(6)式から求めた。

Fig.6のシンボルマーク.は C[とCfの関係を示したも

のである。空気中の場合と同様の関係を示しており，水
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Fig. 5 Relationships between the contrast Cg 

estimated from gray value of the 
image photograph of the test board 
and the contrast Cl from the lumi-
nance value. 
Symbols 0 and口representthe contrast values 
for the illumination intensities of 15001x and 
501x， respectively. 
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0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 。
Fig. 6 Comparison of the contrast (Cr> esti同

mated from the relative equation 
between Cl and Cg and the contrast 
(Cl) . 
Symbols. and ... represent the inwater and in-
air contrast data， respectivery. 

中写真から水中ターゲットのコントラストは十分推定で

きるものと考えられる。

本研究では基礎研究として限られた条件下で実験を行

ったが，ここで得られた結果はフィールドでも十分応用

することができる。今後は条件を増やし，実際の漁場で
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釣漁具や網漁具など細かい水中ターゲットの写真を撮影

し，コントラストを推定し，魚の行動との関係を解明し

fこい。

参考文献

1) J.H.S.Blaxter. B.B.Parrish. and W.Dickson : Modern 

Fishing Gear of the World. No.2. FAO. London. pp. 

529-536. 1964. 

2) 久保田広，浮田祐吉，曾田軍太夫:光学技術ハン

ドブック，増補版，朝倉書庖，東京， pp.459-512. 

1975. 

3) 光の計測マニュアル，日本理工出版会，東京，

pp.167. 1990. 

4) 黒木敏郎:海洋環境測定，恒星社厚生閣，東京，

pp. 58. 1982. 

5) 照明学会:日本工業規格:光学用語，第三刷発行，

日本規格協会，東京， p. 53. 1991. 

6) R. Wayne : NIH [mage program manual. Compuserv: 

) INTERNET: wayne @ helix. nih. gov. 1992. 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

