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膨大な海底動画から画像処理によるホタテガイ自動計測技術による資源量推定システムの開発を目的とし，バラス

場環境下におけるホタテガイ検出手法を提案する．本稿ではモルフォロジーフィルタバンクを用いることで従来法よ

り非常に高速かつ高精度な検出を可能にし，実応用に耐えるものであることが確認された．

キーワード：

はじめに

日本国内において最大の漁業生産額を誇る北海道におい

て，魚種別の生産量のうちホタテガイは，全体の 割を占

める北海道の漁業において主要な水産資源である．このう

ち北海道オホーツク海側ではホタテガイ地まき養殖が盛ん

であり，海底画像や海底動画を用いた資源量調査が行われ

ている．一方でデータが膨大であり，計測・解析の大きな

障害となっている．

著者は，ホタテガイ高精度資源量推定のための海底動画

を用いた自動計測システムの開発を行っている ．対象

となる海底動画は，礫場や砂場，バラス場など，底質により

視覚的特徴が大きく異なるため，それぞれの場に適したホ

タテガイ検出手法を提案している．このうち砂場環境にお

いては，殻縁特徴と殻特徴をそれぞれ定義し，ホタテガイ

領域をモデル化することで検出を試みている．一方でバラ

ス場環境では，殻縁特徴の抽出として線集中度フィルタ

を用いた検出手法を提案しているが，計算コストが非常に

高いため，膨大なデータの処理には適していない．

そこで本稿では，新たにモルフォロジーフィルタバンク

を導入し，バラス場環境のためのホタテガイ検出手法を提

案する．まず第 章ではバラス場環境のためのホタテガイ

検出の従来手法とその問題点について述べ，モルフォロジー

フィルタバンクを用いた検出手法を提案する．次に第 章

では提案手法について述べ，第 章では，従来手法と提案

手法の比較実験を行い，提案手法の有効性を検証する．最

後に第 章では，考察と今後の展望について述べる．

システム設計

〈 ・〉 海底動画とホタテガイ 本稿で対象となる海

底動画は，北海道オホーツク海側のホタテガイ養殖場で撮

影されたものであり，サイズは ， ，

のカラーである．また カメラは，海底からの高さが一

定になるように撮影機材に設置されている ．

バラス場環境下における海底動画の例を図 ，バラス場環

図 バラス場環境の海底動画例．画像内にホタテガイが

個体含まれている．

境と砂場環境のホタテガイ領域の画像例を図 に示す．図

より動画中にはホタテガイの他に，二枚貝の死殻などの

残骸が含まれており，基質は細砂や粗砂が混在しているこ

とがわかる．またホタテガイは，海底の基質が細砂や粗砂

などの砂場環境やバラス場環境では砂に覆われており，呼

吸の際の殻の開閉によって殻縁部（貝殻の縁部）のみが確

認できる．また図 よりバラス場環境では，ホタテガイ

の殻縁部以外にも白い残骸が含まれているのに対して，図

より砂場環境では，ホタテガイ以外には白い残骸など

が含まれていない．

〈 ・〉 従来手法と問題点 砂場環境では，ホタテガ

イの殻縁部以外の領域には殻縁のような白い領域が存在し

ないことを前提とし特徴量を設計していた が，バラス場

環境ではホタテガイ以外の領域にも殻の破片が散乱してい

ため，ホタテガイの殻縁部に類似した白い領域が多く存在

している．

このため著者らはバラス場の海底画像において，ホタテ

ガイ殻縁部の円弧の連続性に注目し，線集中度フィルタを



バラス場環境 砂場環境

図 バラス場環境と砂場環境におけるホタテガイ領域．

用いたホタテガイ検出手法を提案している ．大まかな処

理の流れは以下の通りである．

処理 平滑化処理

法により画像を平滑化する

処理 殻縁候補画素抽出

輝度値に対して線集中度フィルタによりホタテガイの殻

縁を構成する線状成分を抽出し，線集中度画像を得る

処理 ホタテガイ候補領域抽出

ホタテガイを円形状と仮定し，得られた画像に対して，線

集中度を重みとした重み付き円検出 変換により，

円形状の候補領域を抽出する

処理 殻縁特徴量によるホタテガイ検出

ホタテガイ候補領域に対して，殻縁特徴量を算出し，閾

値処理によりホタテガイか否かを判別する

従来手法では，図 からホタテガイ殻縁部の円弧を直線

成分とし，線集中度フィルタを用いて抽出し，実際の海底

動画を用いた実験において，ホタテガイ検出率 の精

度を示している．

線集中度フィルタとは，画像の輝度勾配ベクトルに注目

し，線状凸領域をある中心線を境にして両側の輝度勾配ベ

クトルがそれに直交している領域としてモデル化したもの

であり，コントラストや線幅に不変な線抽出フィルタであ

る ．またマンモグラフィからのスピキュラ判別 や

海中動画からの藻類判別 などに用いられるなど，コント

ラストやノイズに対して頑健な手法である．

ある注目画素において線集中度は，様々な線幅・長さ・角

度のベクトル集中線を仮定し，近傍点の勾配ベクトルを用

いて算出される．このため，あらかじめ検出したい線状成

分を設定することが可能である．一方で，想定される線状

成分の数だけ処理が発生するため，処理 の線集中度の計

算コストが膨大なため対象動画の全フレームを解析するこ

とは困難である．

〈 ・〉 モルフォロジーフィルタバンクによるホタテガイ

検出手法の提案 〈・〉節では，従来手法とその問題点に

ついて述べた．これに対して本稿では，処理 において線

集中度フィルタに代わり，新たにモルフォロジーフィルタ

バンクを用いたホタテガイ検出手法を提案する．

モルフォロジーフィルタバンクとは，モルフォロジーに

よる粒状成分と線状成分抽出 とウェーブレット変換にお

ける多重解像度分解を用いることで，画像内から異なる大

きさの成分を抽出することができる手法である ．また前

処理として平滑化を行う必要がなく，抽出した各成分画像

から元画像を完全に再構成することが保障されている．

そこで本稿では，図 より，ホタテガイの殻縁部を線状

成分，それ以外の白い残骸などを粒状成分と分離すること

で，ホタテガイの検出手法を検討する．提案する処理の流

れは以下の通りである．

処理 モルフォロジーフィルタバンクによる線状成分抽出

ホタテガイの殻縁部を線状成分と仮定し，対象画像に対

してモルフォロジーフィルタバンクを用いて線状成分の

みを抽出する．

処理 殻縁候補画素抽出

得られた線状成分画像に対して， の動的閾値法

を用いて線分を抽出し，殻縁候補画素とする．

処理 ホタテガイ候補領域抽出

ホタテガイを円形状と仮定し，得られた画像に対して，

殻縁候補画素と特徴点とした円検出 変換により，

円形状の候補領域を抽出する

処理 殻縁特徴量によるホタテガイ検出

ホタテガイ候補領域に対して，殻縁特徴量を算出し，閾

値処理によりホタテガイか否かを判別する

次節ではそれぞれの処理について詳述する．

提案手法

〈 ・〉 モルフォロジーフィルタバンク

〈 ・・〉 粒状成分と線状成分の抽出 濃淡画像に対

する粒状成分，線状成分の抽出について簡便に説明する ．

まず濃淡画像からの粒状成分の抽出について述べる．元

画像の粒状成分は，モルフォロジーにおける直線の構造要

素による 変換により抽出される ．このとき，あ

らゆる方向の線状成分を保存したまま粒状成分のみを抽出

するためには，複数の構造要素を重ね合わせた多重構造要

素を用いればよい．

画像内の座標を ，元画像を ，モルフォロジー

の構造要素を とおく．このとき直線多重構造要素

により 処理した画像を，それぞれ

とする．ここで直線構造

要素 は， ， 毎の傾きを持つ半直線とする．

このとき画像 は，

で表される．

このとき粒状成分は，元画像 に対する直線多重構造要

素 を用いた 変換により得られる．

つまり粒状成分を抽出した画像 は，

で表される．



次に線状成分の抽出について述べる．ここで画像 は，

元画像 から直線多重構造要素により粒状成分が除去され

たものである．よって線状成分を抽出するためには，この

画像に対して直線多重構造要素の横幅と同じ直径を持つ円

形構造要素 を用いた 変換を行えばよい ．つま

り線状成分を抽出した画像 は，

で表される．ここで画像 は画像 に対して円形

構造要素 によって した画像である．

〈 ・・〉 モルフォロジーフィルタバンク 〈・・〉節

で述べた処理により，元画像における粒状成分と線状成分

を抽出することができる．しかし，単一の大きさの構造要

素では，様々な大きさの粒状成分や洗浄成分の抽出に対応

することができない．このため，ウェーブレット解析にお

ける多重解像度分解に基づいたモルフォロジーフィルタバ

ンクを導入する ．

まず画像 を式 と式 を用いて，

と変形する．これは元画像 が，粒状成分

と線状成分 ，および平滑化画像（残存成分画像）

に分解できることを表している．このとき，様々

な大きさの粒状成分と線状成分を抽出するために，ウェー

ブレット変換の多重解像度分解を行う．

このとき粒状成分のみについて，最大解像度 まで抽出

する（ は任意の数）．元画像 を解像度ゼロの平滑

化画像 とするとき，サイズの小さい直線多重構造

要素を用いた解像度 の粒状成分 を用いて，

で表される．ここで得られた平滑化画像 に対して，

さらにサイズの大きな直線多重構造要素で以下のように分

解を繰り返す．

この処理を最大解像度 まで繰り返すことによって，粒

状成分についての多重解像度分解を行うことができ，元画

像 は，

で表される．ここで は解像度を， は解像度 における

粒状成分を表す．

次に，線状成分について考える．解像度 の平滑化画

像 を解像度ゼロの平滑化画像 とするとき，

サイズの小さい円形構造要素を用いて解像度 の線状成分

を用いて，

で表される．ここで得られた平滑化画像 に対し

て，さらにサイズの大きな円形構造要素で以下のように分

解を繰り返す．

この処理を最大解像度 （ は任意の数）まで繰り返

すことによって線状成分についての多重解像度分解を行う

ことができ，元画像 は，

で表される．ここで は解像度を， は解像度 における

線状成分を表す．

式 と式 より，元画像 は，

で表される．これは，粒状成分と線状成分，平滑化画像を

加算することで完全に再構成することが可能であることを

示している．図 にモルフォロジーフィルタバンクの構成

を示す．

〈 ・ 〉 ホタテガイ殻縁候補画素の抽出 殻縁候補画

素 として，線状成分画像から二値化処理により抽出する．

二値化処理には の手法を用いる． の手法

は局所領域の分散に応じて閾値を定める適応的二値化手法

の一つである．対象画像において注目画素 ，注目画素

を中心とした局所領域の平均値 ，標準偏差

のとき，閾値 は

で表される．ここで は標準偏差 に対するパラメー

タ定数であり，本稿では とする ．

〈 ・ 〉 ホタテガイ候補領域の抽出 ホタテガイの形

状を円形状と仮定し，前節で得られた殻縁候補画素を特徴

点とした円検出 変換を用いて，ホタテガイ候補領域

を抽出する ．ただし，対象動画中のホタテガイは，大き

さや形状は一定の範囲に収まるため，検出する円の半径

を のみをホタテガイ候補領域とした．

〈 ・ 〉 ホタテガイ検出 前節で得られたホタテガイ

候補領域に対して殻縁特徴によりホタテガイ領域を識別す

る ．

ここで殻縁特徴量を以下のように定義する ．候補領

域の半径を ，周囲長を ，パラメータ とす

るとき，弧の長さを とする．このときホタテガイ候補領

域 とするとき，円近傍の殻縁領域 を，

と定義する．ただし は， 空間における解像度で

ある．図 に殻縁領域 の概略図を示す．殻縁領域 に



図 モルフォロジーフィルタバンクの構成．

図 殻縁領域 の定義．

おいて，弧上 の殻縁候補画素の数を とするとき，こ

れを円領域上のすべての弧において求める．このとき，殻

縁領域の特徴量 を，

　＝

と定義する．

ここでホタテガイ候補領域 が，

を満たすとき，ホタテガイ領域とする．ただし， は

に対する閾値である．

本稿ではパラメータ ，閾値 とした ．

実 験

〈 ・ 〉 実験方法 本実験では，提案手法であるモル

フォロジーフィルタバンクによるホタテガイ画像からの線

状成分抽出について検討する．また提案手法に加えて，従

来手法の線集中度フィルタ， の手法 による殻縁

候補画素の抽出結果と比較する．

実験には，海底動画のフレームから に切

り出したホタテガイを含む画像 枚，死殻やバラス場の画

像 枚の計 枚を用いる．ここでモルフォロジーフィル

タバンクの解像度を１から までとし，各解像度における

円形構造要素の直径をそれぞれ ，線集中度フィル

タで検出する線分長を とした．

〈 ・ 〉 実験結果 図 にモルフォロジーフィルタバ

ンクの結果例を示す．図 より，各解像度において粒状成

分と線状成分が分離されている．

図 に， の手法と線集中度フィルタ，モルフォロ

ジーフィルタバンクによる殻縁候補画素抽出結果を示す．図

より の手法では，ホタテガイの殻縁領域は抽

出されているが，それ以外の白い残骸も多く抽出されてい

る．一方で，図 より，線分という形状特徴を持つ

領域のみ検出することで，誤検出が大きく抑えられている

ことがわかる．

図 に，提案手法によるホタテガイ検出の結果例を示す．

図 より，モルフォロジーフィルタバンクにより得られ

た線状成分に対して， の手法によりホタテガイの

殻縁部が抽出されており，後段の処理において正しくホタ

テガイと識別された．

〈 ・ 〉 考 察 図 より，モルフォロジーフィルタ

バンクによって対象画像から粒状成分である死殻などの残

骸と，ホタテガイの殻縁部の分離が可能であることが示さ



元画像 粒状成分画像

線状成分画像

図 モルフォロジーフィルタバンクによる粒状成分と線状成分抽出例．

れた．

また図 より，線集中度フィルタとモルフォロジー

フィルタバンクは線分に対して正しく応答していることが

わかる．ただし線集中度フィルタは注目画素近傍の勾配ベ

クトルから線集中度が定義され， ～ の値をとる．一方で

モルフォロジーフィルタバンクは円形構造要素により抽出

される対象画像の画素値であるため，その値が線分の度合

いを表しているわけではない．このため，モルフォロジー

フィルタバンクによって得られた線状成分画像から線分を

抽出するための閾値処理などを検証する必要がある．

また実験に使用した計算機（ メモリ ，

， ）において，

線集中度フィルタのみの処理時間は平均 に対し

て，モルフォロジーフィルタバンクのみの処理時間は平均

であり， 倍近くの処理時間の差となった．こ

れは線集中度フィルタが注目画素ごとに様々な線分を探索

するのに対して，モルフォロジーフィルタバンクは単純な

演算のみで処理できるためである．本研究で対象となる海

底動画は膨大であるが，図 よりモルフォロジーフィルタ

バンクを用いた提案手法でもホタテガイを検出できること

から，非常に有効であるといえる．

おわりに

本稿では，バラス場環境下におけるホタテガイ検出手法

として，新たにモルフォロジーフィルタバンクを用いた検

出手法を検討した．実験の結果，従来手法と同様の性能と

共に非常に高速に処理することが可能であることがわかっ

た．今後は構造要素のサイズなどについて更なる検討を行

うと共に精度評価やホタテガイ検出精度の向上をを目指す

予定である．
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