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Abstract

Search and rescue or surveillance of spilled oil on the sea is performed visually and by radar in Japan. However,

visual surveillance may be impaired by inclement weather and sea conditions. Present radar surveillance is greatly

influenced by sea clutter.
Wehave developed an experimental surveillance system which can aid above missions by providing appropriate

information of floating objects even in high-clutter environments and in inclement weather. The system consists
of a high resolution infrared (IR) camera, a color video camera, a personal computer, data recorders and a GPS

receiver. In this system, we place emphasis on functions to suppress unnecessary noise in observed images, to

classify floating objects, to map and display the most likely objects so that watchmen can easily identify a true

target.
Several image processing techniques like filtering and image fusion are surveyed to suppress noise. Statistical

estimation of RGB color distribution in the image has been employed to classify the objects. An emergency flame
is tried to help detect a target by the IR camera. These techniques were incorporated and a series of procedure
wasbuilt to obtain images, suppress noise, detect and classify objects and display them with necessary information.

The procedure was then included in the abovementioned system.
Flight experiments were conducted to evaluate the performance of the surveillance system. A life raft was left

on the sea, and the aircraft with the surveillance system flew over it and gathered the image data. From the data,
the operation of our image processing procedure was tested. The results showed that our procedure worked well

and succeeded in deriving a right target from the images under different weather and sea conditions. Total
processing time was about 1 second, which was enough for a real time operation. Problems left to be solved were

also discussed.
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1．はじめに

海難事故によって漂流する小型船舶または救命筏等の

捜索や,高速船運航の障害となる流木,あるいは海洋汚

染源となる流出油等の航空機による監視については,現

在レ-ダと目視によって行われている｡

しかし,これらは一般に小型でかつ非導電性であるた

めレ-ダ断面積が小さく,また海面反射波の影響を受け

やすいので,従来のレ-ダの探知能力ではその検出は容

易でない｡また,目視による捜索,監視では,気象,海

象状況あるいは昼夜間の条件により,また監視対象の色

彩,形状により目標の発見が困難となることがある｡さ

らに,監視業務では捜索員が海上およびレーダ画面を常

に監視する必要があるので,捜索員の疲労による限界が

ある｡

これら海上浮遊物の早期発見のためには,上記の条件

に影響されることなく,海上を各種センサで監視し,セ

ンサ出力をもとに監視目標を自動的に検出,識別して,

捜索員にその検出情報を提供できる海上監視支援システ

ムの確立をはかる必要がある｡

この海上監視支援システムを開発するために必要とさ

れる主な技術課題として,以下の項目が上げられる｡

(1) 救命筏,流木,流出油等の海面浮遊物を容易に検出

できるセンサの確立

(2) 気象,海象現象および海面でのクラッタ,太陽光反

射等によって海面情報に加わる不要情報を除去し,浮

遊物を抽出する技術の開発

(3) 抽出された浮遊物が捜索,監視対象か否かをある程

度自動的に判断して,捜索員の負担を軽減するととも

に,誤警報の発生を低減するための目標識別技術の確

立

(4) 浮遊物が監視対象か否かの最終判断を捜索員が迅速

かつ明確に下せるように,目標を明瞭に表示する技術

これらの課題の中で,課題(1)に関しては,これまで合

成開口レーダや実開口レーダを用いた海上監視システム

が提案され,その性能に関する報告がある   ｡しかし,

センサとして最近の分解能の高い光学系センサを用いた

システムの報告例は見あたらない｡課題(2), (3)について

は,これまで工場の生産ラインでの製品検査やロボット

の走行制御等に同様の技術を利用する例が広く報告され

ている    ｡しかし,海上の浮遊物の検出を目的とした技

術開発はほとんど行われていない｡さらに,課題(4)につ

いても海上監視の支援を主目的とした表示方式等に関す

る研究は行われていない｡

2

そこで，これらの技術開発のため，当研究所では海上

保安庁，運輸政策局等の要望を受け，救命筏等の航空機

による捜索支援を主目的とした実験用海上監視支援シス

テムの開発を目指して，平成7年から4か年計画で船舶

技術研究所システム技術部と共同でこれらの課題に対す

る研究を実施した。

本報告では，高分解能画像センサによる海上観測・記

録装置を製作し，このセンサによる海上の小さい浮遊物

を探索し画像化する性能について，地上および飛行実験

（付表参照）により評価した結果を述べる。次いで，セ

ンサで得られた画像の中から不要情報を低減し，目標物

の候補を検出するための方式やデータ処理手順等に関し

て論ずる。また，得られた目標物の候補が捜索対象か否

かの判定を容易にするためのデータ表示技術について検

討する。さらに，画像センサとこれらのデータ処理・表

示技術を取り入れて試作した実験用海上監視支援システ

ムとその機能評価実験結果について報告する。

2．海上観測実験

2.1  海上観測･記録装置の構成

前項で述べた技術課題(1)～(4)を解決するために,海上

観測･記録装置を製作し,地上および飛行実験により海

面の画像を収集した  。

本研究における主な捜索･監視目標は,大きさ(長さ)

3～5m,レーダ断面積0.1～0.3㎡程度の救命筏とした｡

この目標の検出に適したセンサとして,各種レーダや赤

外線カメラ,可視光線カメラ等の仕様を調査した｡これ

までに合成開口レーダや側方監視レーダ等の性能につい

ては評価が行われている    が,ここでは分解能の高い

赤外線カメラと可視光線カメラからなる光学系センサを

採用することにした｡

図1に海上観測･記録装置の構成を示す｡赤外線カメ

ラとして,近年開発されたシリコンショットキバリア固

体撮像素子を縦横それぞれ512画素2次元配列して,波長

3～5 μmの赤外線(中赤外線)を検知できる三菱電機

IR-M500型を用いた  ｡一方,可視光線カメラとして, 3

CCD方式の小型カラーカメラ(ソニー　XC-003)を用い

た｡これらのカメラの仕様を表1に示す｡また,カメラ

からの画像の記録には8mmビデオレコーダ(ソニー

CVD-1000)を採用した｡
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表1　赤外線カメラと可視光線カメラの仕様

赤外線カメラ

製品名 三菱 電機 IR -M5 00

検 知波長 3 ～ 5μ m

雑 音等価温 度差 0. 15℃

デー タ レー ト 60回/ 秒

信号処理 アナ ログ

走 査幅 250 ×200m

( 10 00m 先,標準 レンズ)

カメ ラ重量 8 kg

最 大探知能 力 50 ×4 0cm程度

(解像 度 ) (10 00m 先,標準 レンズ)

その他 セ ンサ部 は5 12 ×512の

2 次 元固体撮像素子

表示 白黒256階調

（航空機カメラ穴）

図1　海上観測・記録装置の構成

2.2　地上実験

2.2.1  実験の概要

海上観測･記録装置の動作確認,赤外線カメラの目標

検知性能の調査,赤外線波長による赤外線画像の変化お

よび夜間における赤外線カメラの性能変化等の調査を主

な目的として,地上実験を行った｡この実験では,海上

保安庁の第三管区海上保安本部　東京湾海上交通センタ

(横須賀市,観音崎)の屋上に海上観測･記録装置を設

置し,浦賀水道を航行する船舶を観測,記録した｡図2

に海上交通センタの位置と海上の観測方向を示す｡

このセンタにおける実験は,平成7年6月, 11月,お

よび平成8年2月に行った｡図3はカメラ設置状況の一

例で, 11月に観測を行ったときの配置である｡この観測

は,赤外線カメラの検知波長による画像変化および夜間
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可視光線カメラ

製 品名 ソニー XC- 003

感度 2000 1 x (F5. 6)

映像 出力 0.7V(R /G/B )

S / N 59 dB

信号 処理 アナ ログ(NTSC 方式 )

走査 幅 700 ×400m

(1000m先,標準 レンズ )

カメ ラ重量 500g

水平,垂直解像度 570本, 485本

最大 探知能力 5 0cm程度

(解 像度 ) (1000m先, 標準 レンズ )

その他 セ ンサ部 は6 ×5m m イ ンター ラ

イ ン型 1/3 イ ンチ C C D

図2　東京湾海上交通センターの位置と観測方向

図3　カメラ設置状況



における監視性能等の調査を主な目的として行った｡　こ

のため, 6月および2月の実験で用いた波長3～5μm

の中赤外線を検知する中赤外線カメラと可視光線カメラ

の他に,波長8～12μmの遠赤外線を検知する遠赤外線

カメラも設置した｡なお,図中右は航空機搭載用タレッ

トで,遠赤外線カメラ(FLIR System製, 2000HP)は

このタレット内に設置されている｡図の中央は中赤外線

カメラである｡　中赤外線カメラでは,全ての実験におい

て焦点距離を∞(無限大),絞り値をF1.4にして撮像し

た｡この実験では,カメラからの映像出力をビデオレコー

ダで記録するとともに,インターフェイスでA/D変換

し,パーソナルコンピュータのディスクにも記録した｡

ディスクへの記録は30秒または2秒に1回の割合で行っ

た｡

2.2.2　実験結果と考察

6月に観測を行った結果の一例を図4に示す｡　この図

は航行中の貨物船とプレジャーボートの可視光線画像(a)

と中赤外線画像(b)である｡　なお,図の観測条件について

明記ない場合は,一般的実験条件(昼間,天気良等)と

する(付表参照)｡　この図から,カメラより約4km触れた

(a) 可視光線画像

(b) 中赤外線画像

図4　航行中の貨物船とプレジャーボート

ところに大きさ約2mのブイが確認され,また約3km先

に7～10mの長さのプレジャーボートが確認できる｡　中

赤外線画像は,観測対象からの熱放射を映像化するため

相対的に温度が低い海面は暗いが,小型船を含めた船舶

は温度が高いため白く見え,海面とのコントラストは高

い｡また,中赤外線画像には可視光線画像で検出できて

いない約10km先の千葉県富津市の建造物が明瞭に現れて

いる｡　特に,温度が高い煙突などは小さなものでも明確

に確認できた｡以上から,本研究で監視対象とする3～5

m程度の小型目標を飛行高度約2km(約7000フィート)

から観測するのに対し,本赤外線カメラは距離約4km先

の直径約2mのブイを写し出すことができるため,本カ

メラは小型目標を識別表示する能力を有することが分

かった｡　一方,可視光線画像は霧のためコントラストは

低いが,カラーモニタでの観察では他のカラーモニタと

比較して受像素子の分解能が高いため,微少な部分の輪

郭を含め明瞭に観測,記録できた｡

図5は11月に観測した結果の一例で,航行中の小型貨

物船,漁船等の昼間(15時頃)の観測例を示す｡それぞ

れのカメラの視野が異なるため,一概に比較はできない

が,中赤外線カメラはセンサの分解能が高いため,船舶

の構造が遠赤外線カメラより詳細に表示されている｡し

かし,いずれの方式でも船体の形状などは識別できた｡

図6は11月の観測で夕刻(17時半頃)における観測例

である｡可視光線画像による航行船舶および対岸の工場

地帯等の識別は困難である｡　一方,両赤外線画像ではこ

れらが明瞭に観測できた｡しかし,中赤外線画像と遠赤

外線画像にはそれぞれ特徴があり,中赤外線画像は相対

的に海面の明るさが増し,通過船舶の輪郭が昼間と比べ

て曖昧になった｡これは,太陽光のスペクトルは中赤外

線領域まで広がっているためである｡中赤外線カメラは

目標からの熱エネルギーとともに,目標からの太陽光反

射の一部も検知する｡　そのため,昼間は目標のコントラ

ストが高く,太陽光のない夜間は熱エネルギーの減少と

ともにコントラストが低くなる｡このため,このカメラ

は夜間における船体形状の識別などは遠赤外線カメラに

比べ比較的困難になる恐れがあるため,感度等の調整で

夜間観測に適した画像への改善をはかる必要がある｡　ま

た,遠赤外線カメラによる画像は,目標の輪郭等が昼間

の場合とあまり違いが見られなかった｡しかし,この画

像は全体的に粗く,縞模様が含まれている｡　この原因が

遠赤外線カメラの構造に基づくものか,あるいはカメラ

からの電気信号の画像への変調方式に基づくものかは不

明で,実用化の際には検討が必要である｡
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(a) 可視光線画像

(b) 中赤外線画像

(c) 遠赤外線画像

図5　可視光線,赤外線画像比較(昼)

2月の実験結果では,中赤外線カメラによる昼間(14

時半頃)の海上観測例を図7(a), (b)に示す｡　画像(a)の手

前の漁船が,画像(b)では(a)の約30秒後に転回して逆向き

に航行している｡この(a), (b)を比較すると, (b)の転回後

の漁船は(a)の転回前より暗く,船体形状が曖昧になった｡

これは, (a)は太陽光で暖められた船体側面を観測してお

り, (b)では太陽光の影となっていた側面を観測したため

で, (a)はコントラストが高く,明瞭に表示されることが

分かる｡
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(a) 可視光線画像

(b) 中赤外線画像

(c) 遠赤外線画像

図6　可視光線,赤外線画像比較(夜)

以上から明らかになった点は次のようになる｡ (ⅰ)海

上監視センサとして想定している中赤外線カメラは,本

研究で監視目標としている3～5m程度の小型目標の形

状を識別表示できる能力がある。(ⅱ)赤外線カメラを用

いると,霧のある海面や夜間等目視での監視が困難な環

境下でも目標の検出は容易となった｡　(ⅲ)観測に使用し

た中赤外線カメラと遠赤外線カメラでは検知特性が異な

り,前者は画像分解能が高く小さな目標の識別が容易で

あったが,太陽光の影響を受けやすい傾向があり,また
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(a) 中赤外線画像

(b) (a)の30秒後の中赤外線画像

図7　中赤外線画像における太陽光の影響

後者には逆の傾向がみられる。

2.3　飛行実験

2.3.1 実験の概要

海上観測・記録装置を当研究所の実験用航空機(ビー

チクラフト　B-99)に搭載し,海上観測の飛行実験を

行った。この実験の主な目的は,海上観測・記録装置の

航空機上での動作確認,赤外線カメラの機上からの目標

検知性能の調査,海面の白波や太陽光反射および気温,

海水温等が観測データに与える影響の調査である｡また,

収集された画像は,海上監視支援システム用のデータ処

理手順開発のために利用される｡この航空機の床面カメ

ラ穴に,このシステムのセンサ部分を取り付けるための

カメラ取付用台座を試作した｡　図8は機内のカメラ取付

用台座である。また,図9は機外から見た航空機のカメ

ラ穴と,カメラのレンズ部分である｡このように,赤外

線カメラと可視光線カメラは,この台座を用いて航空機

のカメラ穴から真下を見下ろすように設置している｡ま

た,センサ部分以外の測定機器は図10のように機内ラッ

クに配置している｡　これらの装置を利用して,各種の環

6

図8　機内から見たカメラ取付け台座

図9　機外から見た撮影用カメラ穴

図10　航空機内の機器配置
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境下において小型船の観測実験と救命筏の観測実験を

行った。

2.3.2　船舶の観測実験

気温,海水温が高い環境下における赤外線カメラの性

能を調査するため,平成7年9月に相模湾および伊勢湾

で,また平成8年7月には紀伊半島および九州沿岸で観

測した。

図11は,高度6500フィート(ft)から伊勢湾内で操業中

の漁船を観測したものである。(a)は可視光線画像で,(b)

は中赤外線画像である((a)(b)の記号は以降の図でも同じ

とする)｡漁船は長さが7～10m程度と考えられ,可視光

線画像,赤外線画像いずれでも明瞭に確認できた｡また,

画面左中央付近の白い点状の物体は灯浮標で,その直径

は2m足らずであった｡

図12は,浦賀水道付近を航行する漁船と養殖筏で,高

度約3000ftで撮影した｡可視光線画像では漁船や養殖筏

が明瞭に観測できたが,赤外線画像では筏をほとんど識

別できなかった｡これは,養殖筏が水没状態になってお

り,養殖筏と海水との温度差が小さいためと考えられる｡

(a) 可視光線画像

(b) 赤外線画像

図11 伊勢湾内の漁船と灯浮標
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(a) 可視光線画像

(b) 赤外線画像

図12　浦賀水道付近の漁船と養殖筏

一方,養殖筏が水面から露出している場合は,赤外線カ

メラでもこの検出は容易であった｡また,可視光線画像

で白く現れる海面の白波については赤外線画像ではほと

んど表示されなかった｡

図13は,波および太陽光の影響で船の識別が困難な画

像例である｡可視光線画像では2隻の船舶が識別できる

が,赤外線画像では2隻のうち1隻の識別は困難である｡

このように,可視光線画像で識別可能でも,赤外線画像

では困難になることがある｡また,波および太陽光の影

響がこの図よりさらに激しくなり,両画像ともに船舶が

識別できなくなることがあった｡　特に,赤外線画像では

太陽光反射が強いとき画像が白く飽和するため,浮遊物

などの検知は不可能となった｡

次に,気温,海水温が低い環境下での赤外線カメラの

性能を調べるため,平成8年1月に北海道沿岸で観測し

た｡　図14は,高度3500ftでのオホーツク海で観測した船

舶である｡観測時の海上の気温は氷点下10℃以下,海水

温は0～5℃と考えられ,海水温が船体温度より高いた

め,赤外線画像では船舶は黒く表示された｡　船体の中の

白点は機関煙突で,熱を持っているため白く表示されて

7



(a) 可視光線画像

(b) 赤外線画像

図13　船舶の識別が困難な例

いる。船舶が黒く表示されることについては，夏の実験

とは逆の現象を示しているため，海面画像から目標を抽

出するとき，船体と海面の色の判定には注意する必要が

あることを意味している。

図15は，可視光線，赤外線いずれのカメラでも目標の

(a) 可視光線画像

(a) 可視光線画像

(b) 赤外線画像

図14　外気温が特に低い海域での画像

識別が困難な例である｡この図は釧路港付近を高度3700

ftで観測した大型船の画像で,局地的な降雪により可視

光線画像は不明瞭になった｡一方,赤外線画像では白い

靄がかかったような状態となり,また縞模様が出て船舶

の観測は困難であった｡　これは,低温時の赤外線カメラ

図15　目標の識別が困難な例

(b)　赤外線画像
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の特性が原因で,カメラの校正により改善される｡しか

し,時間の経過とともに再び同様の症状が発生する傾向

があり,また画像中央部が黒くなったりする傾向が見ら

れた　。

以上のように,夏と冬の実験結果の特徴点を述べてき

た｡ その中で,可視光線画像については寒暖の差による

違いはほとんどないが,赤外線画像については暖かいと

ころでは目標が白くはっきり検出され,寒いところでは

目標が夏と違って白黒が反転して検出された｡また,寒

暖の差がなくなると目標の輝度と海面との輝度差がなく

なり,目標が検出しにくくなることが分かった｡

2.3.3　救命筏の観測実験

救命筏検出のための飛行実験は,筏を海上に漂流させ

るための海上グループと,これを上空から観測する航空

グループに分かれて実施した｡ 海上グループは下田海上

保安部の巡視艇｢はやぎり｣の協力を得て実験を行った｡

図16に｢はやぎり｣の外観を,図17に実験に用いた救命

筏の外観を示す｡ ｢はやぎり｣は全長24.7m,全幅5.6m,

図16　巡視艇「はやぎり」
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総トン数52トンである｡ 救命筏はTRA-6Aという型式

で,定員6名,直径約2.4m,高さ約1.4mである｡ 筏は,

海上において約60mのロープで巡視艇に結ばれ,上空か

ら監視を容易にするため,筏が常に船尾方向となるよう

に操船がされた｡ 航空グループは実験用航空機に海上観

測･記録装置を搭載し, GPS受信機による航空機位置情

報と巡視艇および救命筏を含む海面の画像とを収集し

た｡ 図18に1000ft程度の低空から見た巡視艇と救命筏を

示す｡

図19は,平成9年1月下旬熱海港沖合で,高度6500ft

から観測した巡視艇および救命筏である｡ 可視光線,赤

外線いずれの画像においても,全長約25mの巡視艇は明

瞭に観測できた｡一方,直径2.4mの筏については,可視

光線画像では天幕の持つオレンジ色が失われ小さな白点

状に表示されたため,太陽光反射と白波によるノイズに

図18　洋上の巡視艇と救命筏

図17　救命筏(TRA-6A)の外観



(a) 可視光線画像

(b) 赤外線画像

図19　飛行高度6500ftから観測した巡視艇および救命筏

埋もれてしまい,また赤外線画像では太陽光反射による

ノイズが大きいため,いずれも1枚の画像から救命筏を

検出するのは困難であった｡ したがって,これらの画像

から救命筏を検出するには,画像中のノイズを低減して

赤外線カメラ
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目標の識別を容易にするためのセンサの改良と目標検出

法の確立が必要である。

2.4　センサの改良

以上から,可視光線画像では小型船や救命筏のような

小さな目標の持つ色情報が失われ,実際の色に関わりな

く白く表示されることが分かった｡これは,画像記録に

使用した8mmビデオレコーダでは小さな目標の色情報を

正しく記録できないのが主な原因で,記録装置に何らか

の改良が必要であることが判明した｡

一方,気温,海水温が低い海域で観測した赤外線画像

には薄膜状のノイズが現れたり,画像中心部分が実際よ

り薄暗く表現されるなど,明瞭度が低下する傾向が見ら

れた｡これらの現象は,使用したカメラの赤外線検出素

子の特性が原因で,カメラの校正により一時的に改善さ

れる｡　しかし,時間の経過とともに再び同様の症状が発

生する傾向が見られたため,このカメラにも何らかの改

良が必要である｡

これらの問題を解決するため,従来用いてきた赤外線

カメラ,可視光線カメラおよびビデオレコーダに代わり,

低温環境での画像の劣化が少なくかつ画像分解能が向上

した新型赤外線カメラ(三菱電機　IR-M700),感度,分

解能が高い新型カラーカメラ(ソニー　DXC-950),およ

びカラー画像をRGB(赤,緑,育)3原色独立してディ

ジタル記録することにより小さな目標も正確に記録でき

るビデオレコーダ(松下電器　AJ-D640)を導入した｡

これらのカメラとビデオレコーダは平成10年からのデー

タ収集と実験用海上監視支援システムの構築に使用し

た｡ 表2に新型赤外線カメラと新型カラーカメラの仕様

を示す｡

表2　新型カメラの仕様

製 品名 三 菱電機 ⅠR-M 700

検知波 長 3 ～ 5μ m

雑音 等価温度 差 0. 08℃

デ ータ レー ト 60回/ 秒

信号処 理 アナ ログ

走 査 幅 250 ×200 m

( 1000m 先,標準 レンズ)

カメ ラ重量 5 kg

最 大探知能 力 50×40 cm 程度

(解 像度 ) (1000m 先, 標準 レンズ)

そ の他 セ ンサ部 は80 1×5 12の

2 次元 固体撮 像素子

表示 白黒2 56階調

可視光線カメラ

製品名 ソニー DXC -950

感度 200 0 1 x (F 9. 5)

映像出力 0. 7V( R/G/B )

S / N 60 d B

信号 処理 ア ナ ログ( NTSC 方式 )

走査 幅 700 ×4 00m

(1000 m先 ,標準 レンズ )

カ メラ重量 670g

水平 ,垂 直解像度 750本 , 4 85本

最大探知 能力 50cm程度

(解像度 ) (1000m先 , 標準 レンズ )

その他 セ ンサ部 は6 ×5mm イ ンター ラ

イ ン型 1/ 2イ ンチ C C D
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従来の赤外線カメラ(三菱電機 IR-M500)と新型赤

外線カメラ(三菱電機 IR-M700)の画像を比較するた

め,平成10年2月横須賀市において夜間(18時頃)浦賀

水道を航行する船舶を観測した｡図20はその結果で,観

測時の気温は約5℃,海水温度は約15℃であった｡この

図から,従来のカメラによる画像には薄い膜がかかった

ように見え,船舶の輪郭がやや曖昧になった｡ 一方,新

しいカメラでは画像のノイズが低減するとともに,赤外

線検知素子の分解能や感度が向上したことで船舶の輪郭

が明瞭となっている｡

図21は,平成10年9月,新型カラーカメラとディジタ

ルビデオレコーダを用いて高度5000ftから海上の巡視

艇と救命筏を観測した結果である｡従来のカメラ(ソニー

XC-003)とビデオレコーダ(ソニー　CVD-1000)で得

られた画像(図19)と比べると,救命筏天幕の橙色が現

れているとともに,巡視艇の輪郭も明瞭になっているこ

(a)　従来の赤外線カメラの画像(IR-M500)

(b) 新型赤外線カメラの画像(IR-M700)

図20　2種類の赤外線カメラによる画像の比較(夜)
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とがわかる。

3．目標検出・表示方式

3.1不要ノイズの除去

波浪,海面での太陽光の反射等により画像に含まれる

ノイズを低減して目標の識別を容易にするため,カメラ

に光学フィルタを装着する等ハード的な方法と,画像処

理技術の応用等ソフト的な手法の利用を検討した｡

3.1.1 光学フィルタの利用

観測に使用した中赤外線カメラは,太陽光に一部含ま

れる波長3～5μmの赤外線を検知するため,海面での

太陽光反射の影響を受けやすい｡そこで,このカメラに

短い波長の光を抑圧する赤外線フィルタ(ローパスフィ

ルタ)を装着して海面を観測した｡図22は,平成10年9

月伊豆半島下田沖で高度5000ftから観測した赤外線画

(a) 可視光線画像
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図21 救命筏と巡視艇(観測高度5000ft)



(a) 赤外線フィルタなし

(b) 赤外線フィルタ(4.0μm)つき

図22　赤外線フィルタの効果(伊豆半島　下田沖)

像である｡ここで, (a)は赤外線フィルタ無し,(b)はカッ

トオフ波長4μmの赤外線フィルタ付きの場合で,この

観測に使用した赤外線カメラはIR-M700である｡太陽光

反射によるノイズが著しく救命筏の検出が困難な(a)に比

べ,(b)ではノイズが抑圧され目標の識別は容易となった｡

カットオフ波長3.8μmおよび4.2μmの赤外線フィル

タをカメラに装着し,同様に太陽光反射によるノイズの

低減効果を調べた｡その結果,カットオフ波長3.8μmの

フィルタではノイズ抑圧効果が小さく,一方, 4.2μmの

フィルタではノイズ抑圧効果は大きい｡ しかし,フィル

タの装着によりカメラへの入射光量が小さくなるため,

カメラの等価感度が大きく低下し,また目標の輪郭等が

不明瞭になる傾向が見られた｡

以上から,赤外線フィルタは太陽光反射等の不要ノイ

ズを抑圧する効果は大きいが,同時にカメラの等価感度

が低下して画像の明瞭度を低下させるため,目標の形状

識別を行うにはフィルタのカットオフ波長の適切な設定

が重要である｡ 実験の結果,本システムで使用する赤外

12

線カメラではカットオフ波長4μmのフィルタが最も

適していた｡ また,カメラの感度低下を防ぐためには,

太陽光反射が現れていない海域ではフィルタを使用しな

いことが望ましい｡

次に,可視光線画像に含まれる太陽光反射を低減する

ため,可視光線偏光フィルタの利用を検討した｡ 可視光

線偏光フィルタは,特定の偏波光を抑圧する効果を持つ

ため, 偏光フィルタを装着したディジタルカラーカメラ

を用いて航空機上から海上を観測した｡ 図23は観測結果

で, (a)と(b)ではフィルタの偏光面が90ﾟが異なっているが,

いずれもフィルタの効果はあまり見られない｡これは,

彼のある海面では反射面が一定せず反射波の偏光面が分

散することになり,偏光フィルタの効果が小さくなるた

めと考えられる｡また,航空機からの監視では,航空機

(a) 偏光フィルタの効果最小

(b) 偏光フィルタの効果最大

図23　偏光フィルタの効果
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が頻繁に姿勢を変えることから偏光フィルタの偏波面を

常に調整する必要がある｡したがって,太陽光反射によ

る海面でのノイズ低減に可視光線偏光フィルタを利用す

るためには,これらの問題点を解消する必要がある｡

3.1.2　画像処理法の利用

画像に含まれるノイズを低減するため,多くの画像処

理法が提案されている   。ここでは,目標と背景との

輝度差に注目した2値化処理法と,複数の画像を融合す

る方法について検討した　。

図24(a)は,愛知県知多半島沿岸において高度4000ftか

ら観測した海面の可視光線画像で, 4隻の漁船が見られ

る｡この画像をモノクロ化して2値化処理した例を(b)に

示す｡処理後,太陽光反射によるノイズは目立たなくな

り,船の明瞭度が向上した｡ただし,左上の船は航行し

ているため船尾波も含まれた輪郭が現れている｡ 2値化

処理は処理時間がかからないが,画像のノイズが少ない

(a) 原画像

(b) 2値化処理画像

図24　可視光線画像処理
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ときは可視光線,赤外線いずれの画像に対してもノイズ

低減や目標の輪郭抽出に効果がある｡

次に, 2枚の連続した赤外線画像の融合こよりノイズ

を低減する方法を検討した｡　図25は熱海港沖で行った観

測実験の赤外線画像で, (a)の画像の1秒後に(b)が得られ

た｡観測時,赤外線カメラにフィルタは装着しておらず,

画像には太陽光反射によるノイズが見られる｡　ノイズの

発生位置と強度は,時間の経過とともに変化するため,

これら2つの画像を合成することにより,ノイズの低減

が期待できる｡そこで,図25(b)の白線で示した巡視艇と

救命筏とを含む長方形部分を(a)と重ね合わせ,両画像の

情報を平均化した｡ 白線内の輝度によるしきい値処理結

果を図26に示す｡ なお,この図は原寸の2倍で拡大表示

している｡ ここで,この画像について,輝度を黒(0)

から白(255)まで256階調に分解して輝度ヒストグラム

分析を行った結果,白く表示された部分は図25の(a)と(b)

(a) 赤外線画像(1)

(b) 赤外線画像(1)の1秒後の画像

図25　救命筏を含む海面画像(熱海港沖　高度約5000ft)
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図26　しきい値処理結果(拡大図)

いずれでも輝度が185階調以上,灰色は図の(a), (b)いずれ

かで輝度が185以上,黒は以上に当てはまらない部分で

あった｡　白く表示されるのは巡視艇の一部と救命筏の部

分のみで,この処理により目標を抽出することができた｡

ただし,このしきい値は処理する画像の平均輝度により

変動するので,最適なしきい値を迅速かつ正確に決定す

る必要がある｡

可視光線カメラと赤外線カメラでは検知波長が異なる

ため,画像に含まれるノイズの特性が異なる場合が多い｡

そこで,可視光線画像と赤外線画像との敵合こよりノイ

ズを低減する方法を考えた｡ 図27は長崎県宇久島付近上

空6500ftから観測した小型船である｡可視光線画像には

太陽光反射で海面が白くなっている部分がある｡ 一方,

赤外線画像はカメラにフィルタを挿入して収集したた

め,太陽光反射によるノイズは少ないが, 4隻の船の輪

郭は不明確になっている｡そこで,赤外線画像で4隻の

船を含む長方形を切り取り,可視光線画像と重ね合わせ

両画像の持つ情報を平均化したのが図28である｡目標(小

型船)部分とノイズを含む海面部分との輝度差は,図27

では約20階調であるのに対し図28では約27となり,両画

像の融合によりノイズの低減効果が得られた｡

3．2　目標識別処理

3.2.1  概要

不要情報除去処理により抽出された画像内の浮遊物の

中から監視目標を識別するため，種々の画像処理法につ

いて検討した。特に，可視光線画像をもとに救命筏の持

つオレンジ色に注目する方法と，赤外線カメラの特性に

注目して，発炎信号を利用して目標を識別する方法につ

いて考察した  。

14

(a) 可視光線画像

(b) 赤外線画像

図27　小型船の画像(長崎県　高度約6500ft)

図28　赤外線・可視光線重ね合わせ画像

3.2.2　色情報による画像処理

可視光線RGB画像は,画素毎にRGB輝度値を持って

いるから,それぞれの画素をRGB輝度による3次元直

交座標系の散布図として表すことができる｡そこで,画

像を構成する代表的な要素である海面,白波,救命筏の
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原点
図29　海面画像要素のRGB散布図表示

画素をサンプリングした散布図を図29に示す｡空間配置

における定性的な特徴として,海の部分は赤色輝度の低

い緑･青混合の傾向を示し,白波要素は最高輝度色(R=

255, G=255, B=255)近傍に存在する傾向を,そして

筏要素は赤色感度の強い混合色の傾向を示している｡こ

こで, 海面要素と白波要素を統合してRGB散布図上で

表すと,海面と白波を表わす要素は,原点と最高輝度点

および海面要素の平均輝度値点を結ぶ三角形平面(海面

三角形)上か,その近傍付近に存在すると考えられる｡

この海面三角形の概念を図30に示す｡すなわち,海水や

波のように海を特徴づける色を持つ画素は観測位置や観

測センサの性能等にかかわらず,海面三角形内あるいは

その近傍付近での変動に限定されると考えられる｡そこ

で,これを｢海面画像の遷移モデル｣と定義する｡

この｢海面画像の遷移モデル｣による判別法は,筏が

海面とは異なる輝度傾向を持つ画素により構成されてい

ることに基づいている｡すなわち,目標と海面三角形と

の最短空間距離を求めて,対象画素の｢海面らしくない

程度｣を評価する指標値とした｡

指標値には,図30において海面三角形に垂直な平面を

考え,この基準平面Aより散布図の右側の空間に含まれ

る画素に対しては,原点と最高輝度点を結ぶ対角線と当

該画素との距離(①を採用した｡また,基準平面Aより左

側の空間に含まれる画素に対しては,海面三角形と当該

画素との距離②を指標値とした｡

3500ft, 5000ft, 6500ftの各高度から観測した画像に対
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原点
図30　海面三角形の概念と判別距離

して処理を行い,指標値のヒストグラムを計算した結果

(a)とその拡大図(b)を図31に示す｡図より,筏に対応する

画素は,高度3500ftでは指標値≧43としたとき24画素,

高度5000ftでは指標値≧41としたとき14画素,そして高

度6500ftでは指標値≧32としたとき9画素となる｡ここ

で例えば,指標値≧51にして筏画素を高度別に表示する

と, 図32(a)～(c)となる｡

3.2.3　発炎信号を利用した目標の識別

今までの実験結果から,赤外線カメラは熱源に対して

きわめて感度が高いことが分かるが,ここでは,海上の

筏等の識別をさらに容易にするために,発炎筒の利用を

検討した｡図33は9月に救命筏観測実験で得られた赤外

線画像である｡この図は発炎信号が巡視艇船尾部分で点

火されている例で,このとき赤外線フィルタは装着され

ていない｡発炎信号の輝度は,白から黒までを256階調で

表現すると, 245から255(白が255)であった｡一方,海

面の明るさは太陽光反射で明るい部分でも210～235程度

であった｡このため,発炎信号部分と背景(海面)部分

の輝度差から容易に発炎信号を検出できた｡

図34は赤外線カメラにフィルタを装着し,巡視艇船尾

で発炎信号を点火したときの画像である｡フィルタ装着

により巡視艇および救命筏の輪郭が不明瞭となり,発炎

信号の輝度も低くなった｡しかし,この発炎信号部分は

巡視艇の他の部分や背景と比べ10程度輝度が高いため,

この信号の検出が期待できる｡したがって,筏等で発炎

信号を用いると,赤外線フィルタの使用,不使用に関わ
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指　　　標　　　値

(a) 指標値のヒストグラム

(a) 3500ft

0　　　　20　　　　40　　　　60       80

指　　　標　　　値

(b) 左図(a)の破線部分の拡大図

図31 指標値のヒストグラム(拡大図)

(b) 5000ft

図32　救命筏の指標値計算結果

図33　発炎信号が点灯されている赤外線画像

（赤外線フィルタなし）

らず，簡易な処理手順で発炎信号が識別できることが分

かる。
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(c) 6500ft

図34　発炎信号が点灯されている赤外線画像

（赤外線フィルタつき）

3.3　目標表示および警報の発生

3.3.1  概要

海上監視支援システムは,外部から様々なデータを取

り入れ,それを処理することで最終的に捜索員に画像,

文字,警報,音声等によって支援情報を提供する｡また,
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捜索員はシステムにコマンドやデ-タを入力する｡ その

際,システムと捜索員との接点であるマン･マシン･イ

ンターフェイスの使い勝手によって,捜索効率は大きく

左右される｡ここでは,目標表示と警報発生およびコマ

ンド入力等を行うインターフェイス画面の検討を行い,

捜索効率を向上させるために必要とされる表示および警

報の要件を求めた｡ この検討結果に従ってインターフェ

イス画面を試作し,これを取り入れた実験用海上監視支

援システムを通じてその評価を行う｡

3.2.2　表示および警報に求められる要件

目標表示および警報に求められる要件について,使用

される環境,利用可能な情報の種類,システムの役割,

捜索員に伝達すべき情報等をもとに検討し,次の基本方

針を立てた｡

①　基本的な画面構成を簡単化して表示し,階層構造を

深くしないこと

②　必要に応じて捜索アルゴリズムの処理結果等の詳し

い情報も取得できるようにすること

③　必要な操作は少ないステップで行えるようにし,操

作が確実に実行されたことを伝えるフィードバックを

持つこと

これをもとに,実際にインターフェイス画面を試作す

る時には以下の項目に注意した｡

①　目標の候補を発見したことをまず警報音で伝え,そ

の上で音声によって通知する方式とした｡

②　コンピュータのポインティングデバイスは,機内の

振動等の影響を避けるためにトラックボールを用い

た｡

③　プロットエリアの表示方法は,進行方向を画面の上

に表示する方法(Head Up方式)と,北を上に表示す

る方法(North Up方式)について検討した｡

④　主要なパラメータは主表示装置に集中して配置し

た｡

⑤　捜索中は,日時,緯度経度,飛行経路等を更新して

表示し,また点滅表示することでシステムが正常に動

作していることを確認した｡

⑥　確認済みの目標の候補に対しては,プロットエリア

上の赤丸をチェックして青丸に変えることで,確認漏

れを防止した｡

3.3.3　インターフェイス画面の試作

以上の検討に基づいて試作したインターフェイス画面

を図35に示す｡　図では,中央部分に最も基本となる捜索

画面と, 捜索機の位置を示す窓(ウィンドウ)を設置し

た｡ この窓の左部分には,捜索方法や表示海面の移動,
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図35　試作したインターフェイス画面

視程およびデータ処理に用いられるアルゴリズムの選択

等のデータ入力部分をまとめた｡ 一方,画面右部分には,

目標候補が識別されたとき,その可視光線画面と赤外線

画面を拡大表示することにした｡ これにより,目標が捜

索対象か否かの捜索員による判定を支援する｡その他に,

現在の捜索状況や時間,現在位置等の情報を表示できる

ように設計した｡なお,この図は例として主要表示を同

時に表示させたもので,実際のインターフェイス画面と

その動作については以下の機能評価実験で述べる｡

4.　実験用海上監視支援システム

4.1  概要

海上観測実験に使用したセンサ,画像記録装置とデー

タ処理装置,表示装置およびGPS受信機等を組み合わ

せて実験用海上監視支援システムを試作した｡ データ処

理装置には本研究で開発した処理プログラムを組み込ん

だ｡実験用航空機にこのシステムを搭載して,伊豆半島

下田沖で救命筏の観測実験を行い,システムの機能を評

価した　　　　。

4.2　システムの構成

試作した実験用海上監視支援システムの構成を図36に

示す。

このシステムは, 赤外線カメラと可視光線カメラおよ

び前下方監視カメラからなる監視用センサ部とセンサ制

御装置,アナログ系とディジタル系の画像記録用ビデオ

レコーダ,画像データの処理と表示処理を行うデータ処

理装置, GPS受信装置,画像情報や位置情報を捜索員に

示す目標表示装置および電源より構成される｡

このシステムにおいて,赤外線カメラ,可視光線カメ

ラおよび可視光線画像記録用ビデオレコーダについて
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前方監視カメラ

図36　実験用海上監視支援システムの構成図

は, 2.4で述べた理由から性能向上した装置(赤外線カメ

ラ:三菱電機 IR-M700,可視光線カメラ:ソニーDXC

-950,ビデオレコーダ:松下電器 AJ-D640)を採用した｡

また,監視用センサにおける前下方監視カメラ(ソニー

XC-333)は,目標の事前確認と目標上への飛行を容易に

するため,カメラ取付台座上で垂直に対し約20°前方を観

測中心となるように設置した｡ GPS受信装置は, GPS/

Loranハイブリッド受信装置(Trimble TNL3100)と

データ処理装置へのデータ供給用インターフェイスから

なる｡

データ処理装置は,センサからの画像データや位置情

報などを取り込み,そして処理した結果を支援情報とし

て出力表示する｡この装置は航空機内の機器固定ラック

への設置を行うために小型軽量化を図り,それぞれが分

割された以下の3つの部分により構成した｡

(1) 計算機本体(小型LCD前面配置デュアルSBC内

蔵ラック型コンピュータ)

(2) 入力装置(ポインティングディバイス付きキーボー

ド2台)

(3) 出力表示装置(外部接続LCD:14インチXGA)

計算機本体はひとつの筐体に2セットのシングルボー

ドコンピュータ(SBC : MMX Pentium200MHz)が組

み込まれている｡ 2台のSBCを中心としたシステム構

成を図37に示す｡

それぞれのコンビュータ(PC)は,データ通信用にネッ

トワークとGP-IBで接続され,これらの通信によって

目標物の探索と支援の機能が同期して作動する｡この装

置に組み込んだデータ処理プログラムの流れ図を図38に
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図37　コンピュータによるシステム構成

図38　データ処理プログラムの流れ
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示す｡この図の左右の流れは, 2台のSBC(主PC,副

PC)での処理に対応する｡すなわち,主PCは可視光線

画像を構成するRGB3色と赤外線画像を構成する白黒

画像データを約1秒ごとに取り込み記録する｡次いで,

画像からノイズ低減や目標識別のための処理を行う｡な

お,これらの処理のため,これまで検討した2値化,RGB

輝度分布の特徴に基づく処理等種々の処理手法をプログ

ラム化し選択できる設計とした｡

副PCは, GPS受信機からの位置データおよび捜索海

域の地図データ等を表示するとともに,主PCで目標候

補が抽出されたときはそのデータをパラレル通信により

受け取り,拡大して液晶モニタに表示するとともに音声

により警報を発生する｡また,ネットワークによって主

副PCの同期および制御を行う｡

このように現在はCPUのパフォーマンスを考えて通

信による分散処理形式を採用しているが,コンピュータ

の高機能化, CPUの高速化により1CPUによるシング

ルプロセス化やマルチOSによるマルチプロセス化も可

能と考えられる｡
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4.3　機能評価実験

試作した実験用海上監視支援システムの機能評価を行

うため,平成10年9月,伊豆半島･下田沖で海面に救命

筏を漂流させ,航空機に搭載した実験用海上監視支援シ

ステムでこれを観測する実験を行った｡実験の手順は

｢2.3.3　救命筏の観測実験｣に述べたとおりで,午前と

午後に飛行高度や方向を変化させつつ約20回目標の観測

を行った｡図39は実験海域を示す｡

実験当日は晴れ,海面は穏やかであったため,観測し

た画像に太陽光反射によるノイズが現れる場合があっ

た｡しかし,このノイズは赤外線画像ではカットオフ波

長4.0μmのフィルタで,可視光線画像では2倍化フィル

タ等のソフトウェアフィルタの利用で,以下の処理に支

障が生じない程度まで低減することができた｡なお,図

21および図22はこの実験により得られた結果である｡こ

の図の評価は前述のとおりで,目標の輪郭や輝度および

救命筏の橙色等がはっきりと検出することができた｡

次いで,可視光線画像をもとに｢3.2.2　色情報による

画像処理｣手順により目標識別を行った例を図40に示す｡

この処理法は正しく動作し,太陽光反射のノイズが残る
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(a) 原画像

(b) 目標識別後

図40　色情報を用いた目標識別例

画像からも目標を識別できた｡ 一方,赤外線画像では,

ノイズ低減のため赤外線フィルタを用いたときは2値化

処理により目標の輪郭を抽出できた｡しかし,フィルタ

を用いないときや,太陽光反射によるノイズが著しく強

い場合は2値化処理による目標識別は困難であった｡　た

だし,このような場合でも発炎信号の併用により信号部

分の輝度が高くなり,目標の識別が容易となった｡

目標の表示,警報発生プログラム動作を評価するため,

捜索開始から目標候補を識別し警報を発するまでの一連

の表示画面を図41に示す｡捜索を開始すると,まずGPS

データをもとにした地図(海図)が現れ(a),それに捜索

用航空機の位置情報が加わる(b)｡ 目標の候補が識別され

ると,警報音とともに候補発見が赤色で表示され, 同時

にその候補が右端に拡大表示される(c)｡また,ノイズ低

減や目標識別のためのアルゴリズム選択も正しく行うこ

とができた(d)｡このように,目標表示･警報発生プログ

ラムは正しく動作し,主観評価ではあるが全体として表

示の見やすさや操作性は良好であった｡ ただし,表示内
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容や捜索に必要なデータおよび警報方式等は,捜索担当

者の評価により決定する必要があり,これは今後の課題

である｡

このシステムによる一連の処理(センサからの画像取

り込み,ノイズ低減,目標識別,捜索機の位置データ収

集,目標候補表示そして警報発生)に要する時間は約1

秒であった｡ 捜索機の速度と高度をそれぞれ150ノット,

5000ftとすると,画像センサの縦の視野は約11°のため,

目標が視野内にある時間は約4秒となる｡したがって,

その間に一連の処理が4回程度行えることとなり,本シ

ステムの｢リアルタイムでの捜索支援｣という目標はほ

ぼ達成できた｡

この実験において目標を正しく識別し,表示して,警

報発生が行えた確率は50%程度であった｡ これは,実験

の段階で処理プログラムの一部に不具合が残っていたた

めで,この不具合を修正し,ビデオレコーダに記録され

ていた画像で再度機能評価を行った結果,ノイズが著し

い場合を除きほぼ100%の確率で救命筏を検出できた｡な

お,今回の実験で誤警報が発生することはなかった｡ し

かし,平成9年に収集された画像データ(2.3.3参照)を

利用して同様にシステムの機能評価を行った結果,白波

や太陽光の反射が著しい場合は目標の識別に失敗するこ

とがあった｡ したがって,今後の課題として,気象,海

象状況が悪いときの捜索目標の識別性能を向上する方法

の検討が必要である｡

現在,目標識別には赤外線画像と可視光線画像それぞ

れ別のアルゴリズムを適用し,片方で目標が識別できた

とき,システムとして目標候補を識別したと判定してい

る(or判定)｡しかし,他の判定法も考えられ,目標識別

を目的とした種々の判定法と偽警報の発生頻度の関係等

については今後さらに検討する必要がある｡

5.まとめ

海難事故によって漂流する小型船舶または救命筏の捜

索,監視については,気象,海象あるいは昼夜間に関係

なく,また浮遊物の大きさや材質に影響されることなく,

海上をセンサで監視して,監視目標を自動的に検出し識

別できる海上監視支援システムの開発を行った｡このシ

ステムの開発研究は,平成7年から10年の4年計画で,

船舶技術研究所との共同研究により実施した｡

このシステムは,迅速に広範囲の監視が行えるように

航空機による監視を前提とし,航空機搭載に適した小型

軽量なセンサシステムの構成について調査検討を行っ
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(a) 開始

(c) 目標候補発見

(b) 捜索航路表示

(d) 処理アルゴリズムの選択

図41 一連の表示画面

た｡その結果,センサとしては高い分解能を持つ赤外線

カメラと可視光線カメラによる画像センサを採用した｡

この両カメラとビデオレコーダ等から成る海上観測･記

録装置を製作し,この装置を用いて種々の海域,気象,

海象状況下において地上実験および飛行実験を行い,海

上の小型船や救命筏等を含む海面の情報を収集した。

地上実験は,横須賀市の海上保安庁東京湾海上交通セ

ンタ屋上から浦賀水道を航行する船舶を観測記銀した｡

飛行実験では,気温,海水温が異なる環境下での漁船等

小型船の観測,および海上保安庁の協力で救命筏を海上

に浮かべ,これを検出する実験を行った｡この実験デー

タをもとに,画像センサの目標検出性能を評価するとと

もに,ノイズ除去,目標識別アルゴリズムの開発と表示･

警報発生プログラムの試作を行った｡

その結果,既存の海上監視用赤外線カメラ,可視光線

カメラおよびビデオレコーダを高性能化し,要件を満足

できるセンサを構成することができた｡センサからの画

像に含まれるノイズ低減のため,赤外線カメラのカット
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オフ波長4μmのフィルタ装着や,可視光線画像に対す

るソフトウェアフィルタの適用が有効であることがわ

かった｡

不要情報除去処理により抽出された浮遊物の形状･色

等について解析し,そのうち色情報を利用した目標識別

手順や赤外線画像を用いた目標識別手順を明らかにし,

これをもとに一連の処理アルゴリズムを試作した｡ さら

に,捜索目標の候補として識別された浮遊物について,

捜索員が目標の確認と最終判断を迅速かつ的確に下せる

ように,目標位置,目標の拡大画像等,必要な情報を見

やすい形で表示するプログラムを開発した｡

以上のプログラムは一連の処理を約1秒で行うことが

でき,リアルタイムによる海上監視支援のための情報提

供という当初の目標を達成することができた｡ また,機

能評価実験によって本システムの救命筏を自動的に識別

できる確率は,気象,海象状況が著しく悪い場合を除き

100%近い結果が得られた｡また,識別された目標候補は,

捜索に必要な位置データ等とともに見やすい形で表示す
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ることができた。

今後の課題として気象，海象状況が著しく悪い場合の

目標識別法の検討や，また実用化システムの開発として

考えた場合捜索担当者の要望を取り入れた表示・警報方

式の開発が考えられる。また，種々の目標識別法と偽警

報の発生頻度との関係等については今後さらに検討する

必要がある。なお，流出油の検出については，平成11年

度に船舶技術研究所装備部との共同研究により実施し

た。その結果については別の機会に報告する。
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付表　実験の内容と本文図番との関連

平成　 年 月 実験 形 態 実　 験　 場　 所 目　　　　　 的 参　 照　 図　 番

平成 7 年度

    7 年　 6 月 地上 実 験 海上保安庁海 上交通 セ ンター 光学セ ンサ システ ムの動作確 認 2 ， 4

　　     9月 飛行実 験 三浦半 島、相 模湾、伊勢 湾 光学セ ンサ システ ムの動 作確認 11， 12

各気象 による海面画像 に与え る影響調査 13

        11月 地上 実験 海上保安 庁海上交通 セ ンター 中赤外線 、遠赤外線 カメラに よる画像比 較 2， 5 ， 6

    8 年  1 月 飛行 実験 噴火湾 、釧路港 、網走 港、オ

ホー ツク海

低温下 でのセ ンサ システムの動作確認 14

各気象 によ る影響調査 15

         2 月 地 上実験 海上保安 庁海上交通 セ ンター 夜 間データの取得 2 ， 7

平 成 8 年度

    8 年　 7 月 飛行実験 紀伊半 島、鹿児 島、長崎 高 温下 でのセ ンサ システ ムの動作確 認 27

赤外線 フィル タによ る太陽光反射 遮蔽効果確認

    9 年　 1 月 飛行実験 熱海港 沖合 救 命筏の検 出性 能調査 19

画 像中の不要 情報除去 25

平成 9 年 度

    9 年　 10月 飛行実験 伊豆半島下 田沖、 白浜沖 赤外線 フィルタに よる太 陽光反射抑制効果調 査

発炎筒の検 出実験

   10年 　 2 月 地上実験 海上保安庁 海上交通セ ンター 新旧赤外 線カ メラ、新 旧可視光線 カ メラ、新 旧 ビ

デオ レコーダの性能比較 実験
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          2 月 飛行 実験 釧路、小樽 、根室 新型赤外線 カ メラの低 温下 にお ける性能 評価

デ ィジタル ビデオ レコーダの機能調査

夜間観測

平成 10年 度

   10年 　 9 月 飛行 実験

最 終実験

伊豆半 島下田沖 発炎筒 の検 出実験 33 ， 34

救命筏 の検 出性能調 査 21，2 2， 39

目標 の識別精度 および識別時間の動作確 認 40 ，4 1

処理 データの表示 および警報の発生精度 40 ，4 1
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