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1.研究背景及び目的
海洋ゴミによる環境汚染は多方面にわたり様々な悪
影響を与え，地球規模の問題として世界的に注目され
ている。我が国でも海洋問題として認識なるようにつ
れ，「漂流・漂着ゴミに関する関係省庁会議」 1）の開
催など本格的な対策が講じられてきた。また，環境省
では地域特性が異なる地域において，漂着状況，海洋
ごみの量と種類の詳細な分析が効果的な清掃時期，清
掃方法，清掃頻度に繋がるとして，2007 年には「漂
流・漂着ゴミ国内削減方策モデル調査」を開始してい
る。この調査は各モデル地域の定点において，漂着ゴ
ミの回収・分類を定期的に行うことで，漂着ゴミの量，
分布状況の経時的変化の解析に資するデータを得るこ
とを目的としている。しかし，モデルとなる砂浜は多
く，漂着ごみを人間の目で分類・回収するには人材の
不足が問題になる。
一方，スマートフォンなどの普及により，デバイス
が持つカメラ機能，メール送信機能を有効に利用し，
地域の特性把握を行う研究 2）を筆者らが行った。視点
位置などの制約の無い自由な撮影画像からの廃棄物の
検出が可能となれば，一般市民を対象とした調査が可
能となるほか，より広い地域の調査ができるようにな
る。
以上を踏まえ，本研究では画像処理を用いて撮影画
像からの廃棄物自動認識を行い定量化法の提案及び開
発を行うことを目的とする。

2.画素操作フェイズ
2.1 透視投影変換
本研究では砂浜に対する廃棄物の面積の算出を目的
にしているため，射影変換 3)を用いてカメラ位置や撮
影角度が異なる画像正対画像にすることが必要である。
そこで，本手法はワープ処理を用いて透視投影変換
を行う。ワープ処理とは任意の座標を違う新たな座標
に投影することであり，画像を拡大，縮小，回転など
幾何変換をする時に用いる。

2.2 色空間の変更
一般物体認識をする際，廃棄物や砂浜は形が決まっ
ておらず，エッジ特徴量が得られないため，色特徴量
を使用して，対象物の認識を行うが，RBG 色空間は
RBG 各成分とも独立しており，一つの色として出す際，
各成分の荷重和の加法混色，減法混色による表現にな
る。この方法は扱いが難しく調査者が狙った海や砂浜
の色を抽出するには困難である。よって人間の視覚に
対応した H（色相），S(彩度)，V（明度）色空間に変
換する。この色空間は色の種類を色相のみで表せるた

め海や砂浜の色が抽出しやすい。また HSV 各成分のう
ち，彩度は色の鮮やかさを示す指標であるが，本研究
で対象とする砂浜は，無彩色に近い低彩度で構成され
ているため，領域
を把握する際に非常に有効であると考えられる。なお，
変換式は R，G，B の 3 つのうち最大のものを MAX，
最小のものを MIN とした時，Iplimage 構造体の RGB
情報を OpenCV にて HSV 情報に変更する。

2.3 ガンマ処理(輝度値の変更)
夕方の調査写真などは昼の写真と比べ，大きく明度
の値が変わり，色相と彩度にも少なからず影響が出る。
本手法は調査時の天候やカメラの種類による色彩変化
のバラ付きを抑え，どんな条件であっても同じ検出結
果を出さなければならない。手法としてはヒストグラ
ムの調整による明度の平坦化などが挙げられるが，カ
ラー画像には効果が薄く，R，G，B のマルチチャンネ
ルであるカラー画像を無理やり平坦化すると色空間が
崩れてしまう問題点がある。そこで，本研究はガンマ
補正による明度の変換に着目する。ガンマ補正はパソ
コンディスプレイに使われる明度の調整法で全体を均
一にするのではなく補正前の明度（src）を参照し，各
座標ごとに違う明度（dst）として変換する方法である。
式は(1)式のように表せる。OpenCV で変更した HSV 色
空間の明度を用いて，各座標の明度の値を変更する。
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図 1 は昼に撮影した写真であり，図 2 は同場所で夕方
に撮影したもので，2 枚を比べると明度や色相に違い
があることがわかる。実際に図 2 に対してガンマ補正
による輝度値変換を行った結果を図 3 に示す。図 3 か
ら全体的に明るくなり，図 1 の昼間の写真に近づける
ことができた。

図 1．昼の明度

図 2．夕方の明度
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図 3.変換後の明度
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的な検出手法が提案されていない中，本手法では背景
3.検出フェイズ
画像の色に着目し，領域の設定を行うことで，海浜部
3.1 廃棄物の検出
図 4 のように一枚の砂浜画像から指標となる砂浜の色 における廃棄物の検出ができた。これにより砂浜と廃
相，彩度，明度の領域を決定する。その領域を用いて入 棄物の割合が数値として算出が可能となり海浜部の汚
力画像内にその領域内の色相があるか Iplimage 構造体の 染状況を把握できると考えられる。また廃棄物の分類
全座標に識別する。色相が範囲内にあった場合彩度と明 に関しても，形が一様である必要はあるが，学習画像
度も同様に識別し，より厳密に砂浜かどうか判別させる。 さえ用意できれば様々な物体を検出できるため，この
色相と彩度と明度の全ての領域内と判断された場合，そ ような環境調査にも十分応用が可能である。今回は海
のピクセルを砂浜としてカウントし，マスキングを行う。 浜部の砂浜と廃棄物を対象としたが船上写真による漂
その後，砂浜のピクセル及び廃棄物のピクセルの割合を 流ゴミの分析や都心など違う地域でも分析は可能であ
ることから応用性は非常に高いものと言える。
算出し，検出が終了となる。
表 1. 砂浜上の廃棄物面積
3.2 廃棄物の検出結果
画像8
画像9
画像10
図 5-10 は実際に砂浜の上に落ちているゴミを撮影し，
全体
746504
745008
751500
射影投影変換による烏瞰データに変換した写真である。
写真内の廃棄物
23874
45349
80887
その画像に図 4 の領域による判定を行った結果を図 8写真内の海岸
722630
699659
670613
廃棄物の割合
3%
6%
10%
10，写真上における砂浜と廃棄物の割合を表 1 に示す。
図 8 のように人工物廃棄物及び，図 9 のような潅木
のような植物片を含む細かい廃棄物の認識ができ，数
9<H<21 & V<170 & S>116 & S<33
値解析として砂浜における廃棄物の割合を算出するこ
とに成功した。また，細かい白い物体を廃棄物として
19<H<31 & V<200 & S>20
検出しているが，研究者が肉眼で見ても砂浜に落ちて
いる自然物なのか，プラスチック片なのか判断がつか
図 4. 砂浜の H.S.V 領域
ないため，本手法では廃棄物として検出している。確
実に砂浜と判断できるのであれば，新たに砂浜の領域
を設定することで砂浜と認識することができるため調
査者のニーズに合わせた調整も可能という汎用性の高
さも得られた。
3.3 特定物体認識結果
学習を行った xml ファイルを用いて特定物体認識を
図 6. 砂浜写真 2
図 7. 砂浜写真 3
図 5. 砂浜写真 1
行う。まず入力画像として図 8 の一般物体認識を行っ
た後，ガウシアン処理を施した静止画像を用いて，訓
練した矩形特徴量の集まった分類器と照合する。入力
画像に写る対象物の特徴が学習された特徴量と一致し
た時，図 12 に示すようにサークルで囲み，一般名称を
記述する。特徴量が集中している部分では，その数を
サークルの大きさで表した。また，同じ条件で図 10 の
図 8. 認識結果 1
図 9. 認識結果 2
図 10. 認識結果 3
ような一部エッジの欠けている物体が認識できるか検
証した結果を図 12 に示す。図 11，図 12 からペットボ
トルの認識ができていることがわかる。図 12 では 1 つ
しか検出ができなかった理由として，両画像ともペッ
トボトルのキャップ部分にサークルが付いていること
から，ペットボトルのエッジ特徴はキャップ付近に集
まっていると考えられる。図 12 の画像ではキャップの
エッジが欠けてしまった。
4.結論
図 11. 検出結果
図 12. 検出結果 2
海浜上の廃棄物は，さまざまな物があるために物体
1
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