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水中物体のビデオ映像によるコントラストの推定

中 村善彦*1 .博 恩波*2・秋山早苗*1 

Estimation of In-Water Image Contrast Using Televised 

Image from Video Tape 

Yoshihiko NAKAMURA *1， Enbo FU*2 and 

Sanae AKIYAMA * 1 

Abstract 

In the previous report. a m巴thodof estimating in-water image contrast using its black-and-white photograph 

was rev巴al巴d.

The present study propos巴sa new method of巴stimationby using televised image from video tape. Th巴 tel-

evised image of a test board was captured by vid巴o-captureprogram and saved as file into m巴moryunit of a com-

put巴r. Using the Imag巴 1.45software. gray value of televised image was measured to estimate its contrast value 

Cz. From the relationship between contrast Cz and Cg calculated from target and background gray values. a high 

correlation (r : 0.95) was found. A relative equation between the Cz and the Cg was presented by the following 

equation: Cz= 0.134 ln Cg+ 0.933. Using this formula. the application of the techniqu巴 forsmall targets such as 

net set in a large sized water tank are discuss巴d.

1. はじめに

物体のコントラストは輝度を測定して求めるが，小さ

い水中物体を対象にする場合，測定には種々の困難を伴

う。前報j)では，物体の反射輝度から求めたコントラス

トCzと，同じ物体を写真撮影した画像の階調から求め

たコントラスト Cgの関係式から，水中物体のコントラ

ストを簡単に推定する方法について報告した。

この写真を用いる方法では，撮影からプリントになる

までに時間を要し，パーソナルコンピュータに取り込む

ためには写真をスキャナーに掛ける必要がある。一方，

ビデオ撮影ではビデオテープからすぐにパーソナルコン

ビュータで映像を見ることが出来る。しかし， ビデオ映

像の濃淡の度合から直接コントラストを求めることはで

きない。

そこで，本研究ではパーソナルコンビュータに直接取

り込んだ， ヒ
o

デオ映像の階調からコントラスト Cgを算
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出し，物体の反射輝度から算出したコントラスト Czと

の関係について検討した。そして，コントラスト Czを

ビ、デ、オ映像の階調の関数として表示を試みた。さらに，

その結果を用いて，大型水槽中に設置した網地のように

小さい水中物体のコントラストを推定し，検討した。こ

の手法を用いることによって，小さい水中物体の視認距

離を推定することができると考えるo

2. 実験材料と方法

1) 空気中の実験装置および方法

Fig.lは実験装置を示したものである。黒色布の上に

置いたテスト板から 80cm上方に輝度計 (TopconBM-5) 

を設定した。 Fig.2はビデオ映像の撮影に用いたテスト

板を示したものである。テスト板は前報で使用したもの

とほぼ同じで，上質紙に描いたターゲーット部Aとパッ

クグランド部Bから構成される。ターゲットの大きさは

一辺 10cmの正方形とし，色は明度 0%(白色)から100

%(黒色)まで 4%間隔で変化させ， 26枚のターゲット

を作製した。バックグランドには明度100% (黒色)を

用いた。テスト板の両側面には，白色蛍光灯2本を箱に

入れてそれぞれ設置し，オパールシートを介して照明し

た。実験時の明るさはオパールシートの枚数を変え，蛍

光灯のテスト板までの距離を調節し， 1050， 4l3， 66， 40， 

30， 101xおよび 41xの 7段階に変化させた。
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Fig. 1 Experimental apparatus. 

A : test borad， B: luminance meter or video camera， 

C : fluorescent lamp box. 

実験時には，暗室内でテスト板照明用の蛍光灯のみを

点灯し，ターゲットおよびパックグランドの中心部の反

射輝度をそれぞれ測定した。同じ条件で，輝度計をビデ

オカメラ(ナショナル， NV-MS1)に取り替えてテスト

板の中心をそれぞれ10秒間撮影した。さらに，水糟実

験に用いたハンディタイプのビデオカメラ(ソニー，

CCDTR-850)を用いて，テスト板の中心を同じように撮

影した。ビデオ映像はコントローラを使用して静止画像

をパーソナルコンビュータに取り込み，パソコンソフト

(NIH IMAGE1.45)2)を用いて，ターゲットとバックグラ

ンドの中心部分の階調をそれぞれ測定した。

本研究では物体のコントラスト Clを前報1lと同様に，

ターゲットおよびパックグランドの反射輝度 LTおよび

LBの関数として次式で定義する3)。

LT-LB 
Cl = f(LT， LB) =首Ef-…・(1)

また， ビデオ映像の階調にもとづく物体のコントラス

トCgをビデオ映像から測定したターゲットおよびパッ

クグランドの階調 GTおよび Gsの関数として， (1)式に

ならって，次式で定義する。

円 円
Cg=f(GT，Gs) ~:-;-~~ …・・・(2)

"~，， ~D/ GT+Gs 

2) 水中の実験装置および方法

Fig.3は水中の実験装置を示したものである。実験に

は長さ 700cm，幅 145cm，深さ 155cmの東京水産大学

の大型回流水槽を用いた。水槽水の水深は 120cmであ

り，実験前には水槽水をろ過した。

ターゲットには 4種類の白色のナイロン製網地を用い

た。網地は， 50 x 50cmの黒色に塗装された鉄枠に，

網糸が水平面に対して45度に傾斜するように張合せた

A 

A 

20c 

B 

Fig.2 

(Fig.7参照)。網地を実験前日から水道水に浸漬し，実

験中に網地から気泡が出ないように処理した。 Table1 

は網地の網糸の直径γ，目合‘l'および‘d/l'を示したも

のである。 d/lの小さい網地を No.1として順次番号を

つけた。網地の結節は蛙又であり ，d/l値は結節の直径

の(mm)を2.8d4lとして算出された。ただし ，dは網糸

の直径である。照明には，ターゲットの真上に箱に収め

た40Wの昼光色蛍光灯 2本をオパールシートを介して

設置した。実験室内はターゲットの照明以外の光を遮断

し，実験時の網地中央部(水面下 60cm)の明るさは約

2601xであった。ビデオカメラにはハンディタイプ(ソ

ニー， CCDTR-850)を防水箱に装着して用いた。

Table 1. Some information of net used. 

d : diameter， 1: mesh size. 

No of net d (mm) 

1 1. 15 

2 0.63 

3 1. 43 

4 1. 07 

1 (mm) 

53.05 

18.95 

25.25 

16.85 

d/l 

0.021 

0.033 

0.056 

0.063 

ターゲットの撮影は次の要領によった。すなわち，

Fig.3に示すように網地およびビデオカメラを水面下約

60cmに設置し，ビデオカメラを水平方向に移動し，ビ

デオカメラと網地の聞の距離を1.6mから 4mまで変え

て，それぞれの距離で10秒間撮影した。同様の撮影を 4



水中物体のビデオ映像によるコントラストの推定 91 
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Fig. 3 Illustration of the experimental tank. 

A : net target. B: video camera. C: fluorescent lamp box. D: experimental tank 

種類の網地について実施した。ビデオ映像をパーソナル

コンビュータに再生しながら取り込んだ。脚部および結

節部の階調については枚の網地の映像からそれぞれ

5箇所を測定して平均値を求めた。

3. 結果と考察

1) ビデオ映像の階調と明るさの関係

Fig.4はビデオ映像の階調から求めたコントラスト

Cgと明度の関係を明るさ別に示したものである。縦軸は

バックグランド、の明度カ¥100%の場合について各ターゲ

ットのビデオ映像のコントラスト Cgを(2)式で求めたも

のであり，横軸は明度である。図中の各マークはそれぞれ

明るさを表わす。明るさ 401x以上では，コントラスト Cg

はほぼ一定の傾向を示しているが.301x以下では低い値

を示している。写真を用いた場合には，明るさが変動し

でも露出時間を調整することによって，ほぼ一定のコン

トラスト Cgを示したが1lビデオ映像のコントラスト

Cgは，明るさが 301x以下ではターゲットの明度が同じ

でも低下する。このことから，ビデオ映像を用いてコン

トラスト Cgを求める場合は，明るさを 401x以上にして

撮影する必要がある。

2) ビデオ映像の階調とコントラストの関係

コントラスト Czをビデオ映像の階調 GTおよび GBの

関数として近似的に表示を試みた。 Fig.5は(2)式を用い

てビデオ映像の階調から求めたコントラスト Cgと.(1) 

式を用いて輝度から求めたコントラスト Cz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 401x

以上の場合を表わす。コントラスト CzはCgの関数とし

て次式で表わされる。

Unit; cm 
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Relations between brightness value in per-

centage and the contrast value (c，旨)calcu-

lated from gray values of 26 test board 

images taken by video camera (National 

NV-MSl) . 

Symbols圃.・........口and0 represent the contrast 
values meas旧日dunder the illumination intensities of 
1050，413.66，40， 301x and 10 lx， respectively 
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Ct=A ln Cg+B )
 

ntυ (
 

• • • • • 
・

両者の間には，明るさによるばらつきが多少あるが，

高い相関が認められ.AおよびBはそれぞれ0.134およ

び0.933が得られた(相関係数:0.95)。

ここで得られた(3)式の傾きと，前報で示した写真を用

いた場合の傾きj)を比較すると，両者には違いが認めら

れるものの，同じ範鳴の曲線であると判断される。わず

かな違いは写真とビデオを用いた方法が異なることによ
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1.0 
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C
1
=0.134In(Cg)+0.933 
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O 
O 0.8 1.0 0.2 0.4 0.6 

Contrast (C g) 

Fig.5 Relationships between the contrast (Cg) 

calculated from gray values and the con-

trast (C]) from the luminance values of 

test boards. 

Symbols ・..• .... and • represent the contrast values 
for the illumination intensities of 1050. 413. 661x and 
401x. respeclively. 

るものと考える。これより， ビデオ映像の階調が分かれ

ば. (3)式を用いて物体のコントラスト Clを推定するこ

とが出来ると考える。

3) コントラス卜の推定

Fig.6はビデオカメラの機種をハンディタイプ(ソニ

ー. CCDTR-850)に変えて，明るさの影響を調べた結果
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Fig. 6 Relations between brightness value in per回

centage and the contrast value (Cg) of 26 

test board images taken by handy type 

video camera (Sony CCDTR-850) . 

Symbols口. O.ム and0 represent the contrast values 
(Cg) for the illumination intensities of 80. 100. 2001x 
and 3001x. respectively : the other symbols ..・.....and ・fromFig.4. 

Fig. 7 Sample of televised video image of net 

target from video tape. 

~ • 

である。同図には， ビデオカメラ (NV-MS1)を用いたと

きの明るさが 401x以上の場合のデータ (Fig.4参照)

も含まれている。同図からハンディタイプのカメラで撮

影する場合，明るさが 801x以下ではコントラスト Cgが

低下することが分かる。したがって，ビデオ映像からコ

ントラスト Clを推定する場合，明るさを 1001x以上に

する必要がある。この場合でも，コントラスト Clは明

るさの変動によって変わるものではないので人水中で

も昼間の明るいときにビデオ撮影することで十分コント

ラスト Czは推定できるものと考える。例えば，昼間の

海面上の明るさが 1000001xの場合，明るさが 1001xに

相当する水深は外洋域の黒潮流域，インド洋，親潮流域

では 100m以深であり 5) 沿岸域の東京湾口や相模湾沿

岸で約 10m6)になる。照度が低い海域で，コントラスト

c!を推定する必要がある場合には，カメラを用いること

で推定可能と考える。

4) 網地の水中ビデオ映像によるコントラストの推定

空気中の実験結果を踏まえて，水中に網地 4種類を設

置し，ビデオ撮影した。 Fig.7は使用した水中物体(網

地 No.1)のビデオ映像の一例を示したものであるo網地

のビデオ映像の階調から，上述のように Cgを求め，ター

ゲットのコントラスト Clを推定した。 Fig.8a (上図)お

よび 8b(下図)は網地 No.l， 2. 3および No.4の脚部お

よび結節部のコントラスト Clをそれぞれ距離別に示し

たものである。脚部および結節部のコントラスト Czは

供試網地の網糸直径によって異なり，直径か大きいと，

大きな値を示す。コントラスト Clの距離による減表は

網糸の直径および結節の直径によって異なり，直径が小

さいと減表が大きい。また，同じ網地では結節部のコン

トラスト Clが脚部のコントラスト Clより大きいが，減

衰率は前者の方が高い。したがって，短い距離では結節

部が高いコントラスト Cdi直を示すが，距離が長くなる

と脚部とほぼ同じ値になる。



Table 2は網地の結節部および脚部について網地の種

類別に係数 A'および B'を示したものである。

同式中，右辺第 l項の A'は十分大きい物体では固有

のコントラストおよび指数部に含まれる距離Dの係数 B'

は水中の濁りを表わす係数に相当し，一定の値に収まる

性格のものと考えられるが，小さい水中物体では呉なる。

ここで，二つの係数 A'および B'と網糸の直径回との関

係を調べると，いずれも0.95以上の高い相関を示す。した

がって，網地の結節部および脚部のコントラストをそれ

コントラスト Clは網の縮結によって変わるものと考える。

以上から，コントラスト Clは同じ物体でも，十分大き

い物体と小さい物体では異なり，さらに，小さい物体で

も点と細い線では異なることが分かる。

o (cm) 

Contrast values of net for different dis-

tances between net and handy type video 

camera with changing dll value. 

Same symbols as in Fig.8. 

網地の結節部および脚部の直径別，距離別コントラス

トの標準化について検討する。 Fig.8に示した，網地の

結節部および脚部の距離Dにおけるコントラスト Cl(D)

は一般式として(4)式で示される。

600 

0.0035 

0.0045 

0.0033 

0.0037 

-・・・(4)

Coefficient A' and B' in equation (4) 
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Fig.9は d/l別に，網地のコントラストc!と距離の

関係を示したものである。網地の階調については，張合せ

た網地の外側の 1目を除いた全域を対象に測定した。パ

ックグランドの階調は網地の周囲部分を測定した値を用

いた。 Fig.8a，bでは，網糸のコントラスト Clは直径の

さの順番 (No.3→No.1→No.4→No.2)で並んでいたも

のが， Fig.9では順番が d/lの大きさの11煩 (No.3.No.4 

→No.2→NO.1 )に変動しており ，d/lがコントラストc!

に影響したものと考える。たとえば，網地 No.1のコン

トラスト Clは約 4mで脚部のコントラスト Clと等しく

なり， 6mでは結節部と等しくなる。ただし，今回は，

網糸を水平面に対して45度に張合せた特別の場合であり，

D(cm) 

Fig.8 a， b Contrast values of leg (upper) and knot 

(lower) of net for different distances 

(D) between net and handy type video 

camera with changing dll value. 

Symbols ....，・， . and • represent the d/l values 
of 0.063.0.056.0.033 and 0.021. respectively. 
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ぞれ直径別，距離別に求め，標準化することができるもの

と考える。さらに，水中の濁りなど実験条件を検討して

測定することによって 2つの係数 A'および B'は網糸

の直径回および消散係数αの関数として，それぞれ h(O)

および k(α，o) で表わされ，コントラスト C/(D)は次式

で示されるものと考える。

C/(D)=h(再)巴xp{k(α， o)l ……(5) 

以上のようにビデオ映像による水中物体のコントラス

トを推定する方法を検討し，その結果をもとに輝度計で

も測定が困難な小さい水中物体のコントラストを推定し

た。小さい水中物体のコントラストは魚の行動にも影響

するものであり， ビデオ映像を用いることにより，コン

トラストが容易に推定できて，魚の行動のメカニズムを

解明する一助になるものと考える。

実験に使用した網地はホクモウ株式会社のご好意によ

る。ここに記して謝意を表します。適切なご指摘をいた

だいた査読者に謝意を表します。
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