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序　　　　論

　ニシン目は，現在約 80 属 330 種を含む真骨魚類の原

始的な一群である。これらの種はほとんどが熱帯，亜熱

帯の比較的温暖な海域に生息し，世界中に広い分布域を

有している。ニシン目の中には，ニシンやイワシなどを

はじめとし，食用として一般に広く知られたものが多

い。これらは，大衆魚ともいわれ，古くから世界各地で

食用にされており，水産資源として大変重要なものであ

る。世界的に見て，漁獲量の上位を占める種を多く含

む。しかしながら近年では，これらの種の漁獲量は減少

傾向にあり，水産資源の世界的な枯渇が見え始めてい

る。これに対して，1996年7月には国連海洋法条約が発

効し，水産資源を長期的視点から確保することが求めら

れた。これに基づき，日本では 1997 年から水産庁がイ

ワシなどの漁獲量の制限を定めるなど，保護政策が行わ

れ始めている。このような水産資源としての重要性か

ら，ニシン目については，数多くの研究が古くから行わ

れている。しかしながら，解明は十分に進んでおらず，

更なる研究が必要とされている。

　系統分類学上，ニシン目は，条鰭類の進化においても

最も進化した真骨魚類に属する。真骨魚類は原生魚類の

中で圧倒的多数を占めており，およそ 2万種に達すると

いわれている。また，これら真骨魚類は原生脊椎動物

全体のおよそ半分にあたる程種類が多い。この真骨魚

類の中でも，ニシン目は最古の分類群に入ると考えられ

ており，ジェラ紀にフォリドフォルス型の祖先から出現

したとされ（GREENWOOD et al., 1966），原始的な形質
を多く有している。系統分類学は，主に形態学的な面か

ら，BERG（1940），BERTIN and ARAMBOURG（1958），

GOSLINE（1960），WHITEHEAD（1963）などをはじめと

し，数多くの報告がなされている。しかしながら，ニシ

ン目魚類内での種間の系統類縁関係には不明な点が多く

存在している。そのため，研究者間で分類体系が異なっ

ており，未だ一致した分類体系は示されていない。これ

は，研究者がどの形質をどのように取り上げ，重みづけ
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を行うかにより，結論が大きく変化してしまうことにも

起因している。また，同じ形質に基づく議論であって

も，形質変化の方向についての考え方が異なっていれ

ば，異なった結論に達する。高次の分類群における系統

分類であるため，比較する形質の選択が難しいこともそ

れを増長している。これらを防ぐためには，より多くの

多面的なデータの解析が必要とされる。

　一方，近年発達してきた分子系統学では，DNA や

RNA，また，その遺伝子の直接産物であるタンパク質

を解析することにより，系統類縁関係を明らかにするこ

とができる。これは，現存する生物の遺伝的組成をもと

に，その生物がたどってきた進化の道筋を明らかにする

ことである。この手法の優れた点は，分析の対象とする

データを客観的に定量化し数値化するため，系統類縁関

係を一定の尺度で比較することができる点である。ま

た，遺伝子の置換が時間の経過とともに一定の速度で起

こることを利用して，相違の程度から 2つの集団が分化

した後の経過時間（分岐年代）を推定することが可能で

ある。つまり，この遺伝子置換速度を分子時計として分

岐年代を推定する方法が ZUCKERKANDL and PAULING
（1962）によって示されている。このため化石資料の乏

しい生物種や分類に混乱が生じている生物群にも有効な

手法となる。なかでも，酵素タンパク質のアイソザイム

を分析する手法は，簡便で費用もあまりかからず，広く

用いられている。そのため様々な生物における知見が蓄

積されており，これらのデータが客観的な一定尺度の数

値であるため，様々な面から互いのデータの比較検討も

可能となっている。その他，よく用いられる手法として

ミトコンドリア DNA の解析があるが，進化速度が速い

こと，核 DNA とは独立した存在であること，調査でき

る塩基サイト数はアイソザイム分析と比較して少ないこ

となどから，種間以上での系統類縁関係はアイソザイム

分析の方がはるかに優れていると思われる。アイソザイ

ム分析では，核 DNA 上にある多数の遺伝子座を同時に

分析することが可能である。

　これらのことから，本研究では，以前の知見では行わ
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れていなかった生化学的な手法であるアイソザイム分析

を用いて，新たな面からニシン目魚類における諸群間の

系統類縁関係を調査した。

　調査した種は，日本近海に生息する代表的なニシン目

魚類の 7 種である，ニシン科のウルメイワシ属ウルメ

イ ワ シ Etrumeus  teres，キ ビ ナ ゴ 属 キ ビ ナ ゴ
Spratelloides gracilis，マイワシ属マイワシ Sardinops 
melanostictus，サッパ属サッパ Sardinella zunasi，ニ
シン属ニシン Clupea  pallasii，コノシロ属コノシロ
Konosirus punctatus，カタクチイワシ科のカタクチイ
ワシ属カタクチイワシ Engraulis japonicus の合計 2科
7属 7種である。

　これらの種は，全て食用とされており，古くから人々

の生活と深い係わりを持って来た。ウルメイワシ，マイ

ワシ，カタクチイワシは一般的に“イワシ”として呼ば

れるが，正式には別科および別属の関係に属する。ウル

メイワシは，その名の通り，眼が潤んで見えることから

名付けられた。これは，ウルメイワシが脂瞼と呼ばれる

膜を眼の表面に持つためである。マイワシは，幼魚をシ

ラスと呼ぶこともある。近年，漁獲量の減少が大きい。

カタクチイワシは，俗称セグロイワシ，ヒコとも呼ばれ

ることがある。英名は，anchovyでヨーロッパでも古く

から食用とされている。サッパは，俗称ママカリとも呼

ばれ，山陽地方で好んで食される。ニシンは，俗称カド

イワシとも呼ばれる。日本では北海道が主な漁場であっ

たが，1897 年をピークとして漁獲量は激減した。その

まま食することもあるが，日本ではカズノコとして食さ

れることが多い。コノシロは，関東においては，小型の

ものをシンコ，10 cm 程のものをコハダ，大型のものを

コノシロと呼ぶ。関西では，小中型のものをツナシ，大

型のものをコノシロと呼ぶ。以上のように，俗称や成長

に従い呼び名の変わる出生魚が多く，人々の生活に密着

した様子が伺える。

　本研究では，それらのニシン目魚類の 2科 7属 7種の

系統進化学的関係を分子系統学的に調査し，新たな手法

による知見として，諸群間での系統進化学的位置づけを

明らかにすることを目的とした。

実験材料及び実験方法

実験材料

　本研究に用いたのは，ウルメイワシ属ウルメイワシ

Etrumeus teres，キビナゴ属キビナゴ Spratelloides 
gracilis，マ イ ワ シ 属 マ イ ワ シ Sardinops 
melanostictus，サッパ属サッパ Sardinella zunasi，ニ
シン属ニシン Clupea pallasii，コノシロ属コノシロ
Konosirus punctatus，カタクチイワシ属カタクチイワ
シEngraulis japonicus の計 7種である（Table 1）。こ
れらは，すべて市販の新鮮なものを購入し，実験に使用

するまでフリーザー内で－45℃にて冷凍保存しておい

た。分析には，各々の種につき 12 個体ずつ用いた。な

お，本文中の和名，学名，および分類体系は益田ら

（1984）に従った。

電気泳動試料の作成法

　－45℃で冷凍保存しておいた個体を 0℃前後で解凍し

た後，筋肉・肝臓・腸を取り出す。そして，それぞれに

各サンプル重量の 3～ 5倍量にあたる 20mMリン酸バッ

ファー（0.1M KCL, 20mM EDTA）pH7.0を加える。

これを冷水下でホモジナイザーを用いてホモジナイズす

る。その後，10,000 rpm で 5 分間，遠心分離機にかけ

る。これによって分離した上清を取り出し，それを電気

泳動試料とした。

タンパク電気泳動法

　各個体につき，0.07ml の電気泳動試料を用い，Davis
（1964）の方法に従い，7.5％ポリアクリルアミドゲルを

支持体とする DISC 電気泳動にかけ，各タンパク質を分

Order Family Subfamily Genus Species

Clupeiformes
ニシン目

Clupeidae
ニシン科

Dussumieriinae
ウルメイワシ亜科

Etrumeus
ウルメイワシ属

E. teres
ウルメイワシ

Spratelloidinae
キビナゴ亜科

Spratelloides
キビナゴ属

S. gracilis
キビナゴ

Clupeinae
ニシン亜科

Sardinops
マイワシ属

S. melanostictus
マイワシ

Sardinella
サッパ属

S. zunasi
サッパ

Clupea
ニシン属

C. pallasii
ニシン

Dorosomatinae
コノシロ亜科

Konosirus
コノシロ属

K. punctatus
コノシロ

Engraulididae
カタクチイワシ科

Engraulis
カワクチイワシ属

E. japonicus
カタクチイワシ

Table 1.　Taxonomic position （Masuda et al., 1984） of seven species used in this study
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離する。緩衝液には 0.38M Glycine-Tris，pH8.3を用い

て，カラムあたり 3mA の直流定電流を流す。泳動は

マーカーである BPB（Bromophenol blue）が分離ゲル

を約 3cm 移動するまで泳動した。電気泳動終了後，カ

ラムからゲルを取り出して，各種の酵素活性染色を施

し，各種酵素タンパクをゲル上にバンドとして検出し

た。それより，バンドの移動度を測定した。測定後，

マーカーを指標として，各ゲルの全長が 3cm になるよ

うにバンドの移動度を換算し，他のゲルとの比較を行っ

た。

実験に使用した酵素

　活性染色に用いるための酵素は，Table 2の30種類の

酵素の中から発色実験を行い，活性バンドが出た酵素を

選択した。発色実験は，ニシンの筋肉，肝臓，腸を各々

使用した。発色実験の結果はTable 3に示してある。こ

の発色実験の結果，バンドが示されず，活性が見られな

かった酵素は除外し，分析に用いるのに適した酵素及び

組織を選択した。これより，筋肉において 7酵素，肝臓

において 6酵素，腸において 1酵素が検出され，これら

を分析に用いた（Table 4）。

対立遺伝子頻度の決定

　1 個体につき 3 回以上の電気泳動を行い，安定したバ

ンドパターンの再現性が確認されたうえで，各酵素の電

気泳動パターンを決定した。これより，各酵素の遺伝子

座（Locus）と対立遺伝子（Allele）を決定した。ただ

し，以後分析に用いる遺伝子座は，7 種すべての種にお

いて，対立遺伝子が検出されたものだけを用いた。

遺伝的多型の指標

　対立遺伝子頻度から各々の種ごとに，遺伝的多型を表

すパラメーターである 1遺伝子座あたりの対立遺伝子数

（A），多型的遺伝子座の割合（P），平均ヘテロ接合体
率の期待値（H）を求めた。なお，ここにおいては，最
も頻度が高い対立遺伝子頻度が 0.95 以下のものを多型

的な遺伝子とした。Hは，各遺伝子座におけるヘテロ接
合体の頻度の期待値を平均化したものである。ある遺伝

子座の，ある対立遺伝子 i の頻度を x iとしたとき，
　　　　　H＝1－Σ x i 2

として与えられる。

Table 2.　Enzymes assayed in the present allozyme study

Enzyme E. C. No. Abbreviation Stain reference

Alcohol dehydrogenase 1．1．1．1 ADH Ayala et al. （1972）
α-glycerophosphate dehydrogenase 1．1．1．8 α-GPDH Ayala et al. （1972）
Formaldehyde dehydrogenase 1．2．1．1 FDH Murphy et al. （1990）
Glucose-6-phosphate dehydrogenase 1．1．1．49 G6PD Ayala et al. （1974）
Hexose-6-phospate dehydrogenase 1．1．1．49 H6PD Matsuoka and Suzuki （1987）
Hexanol dehydrogenase 1．1．1．1 HexDH Ayala et al. （1972）
Hydroxybutyrate dehydrogenase 1．1．1．30 HBDH Ayala et al. （1974）
Isocitrate dehydrogenase 1．1．1．42 ICDH Ayala et al. （1972）
Lactate dehydrogenase 1．1．1．27 LDH Shaw and Prasad （1970）
Malate dehydrogenase 1．1．1．37 MDH Shaw and Prasad （1970）
Malic enzyme 1．1．1．40 ME Ayala et al. （1972）
Nothing dehydrogenase 　 ― NDH Matsuoka et al. （1984）
Octanol dehydrogenase 1．1．1．73 ODH Ayala et al. （1972）
6-phosphogluconate dehydrogenase 1．1．1．44 6-PGD Shaw and Prasad（1970）
Shikimate dehydrogenase 1．1．1．25 SKDH Murphy et al. （1990）
Sorbitol dehydrogenase 1．1．1．14 SDH Shaw and Prasad （1970）
Succinate dehydrogenase 1．3．99．1 SUDH Murphy et al. （1990）
Xanthine dehydrogenase 1．2．1．37 XDH Shaw and Prasad （1970）
Superoxide dismutase 1．15．1．1 SOD Ayala et al. （1972）
Fumarase 4．2．1．2 FUM Shaw and Prasad （1970）
Glucose phoshate isomerase 5．3．1．9 GPI Shaw and Prasad （1970）
Hexokinase 2．7．1．1 HK Shaw and Prasad （1970）
Phosphoglucomutase 2．7．5．1 PGM Shaw and Prasad （1970）
Aspartate aminotransferase 2．6．1．1 AAT Marcus （1977）
Acid phosphatase 3．1．3．2 ACPH Ayala et al. （1972）
Alkaline phosphatase 3．1．3．1 ALK Ayala et al. （1972）
Peroxidase 1．11．1．7 PO Shaw and Prasad （1970）
Esterase 3．1．1～6 EST Shaw and Prasad （1970）
Amylase 3．2．1．1 AMY Marcus （1977）
Leucine aminopeptidase 3．4．11．1 LAP Ayala et al. （1972）
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Table 3.　Electrophoretically detectable enzymes in Clupea pallasii

Enzyme Muscle Liver Intestine Enzyme Muscle Liver Intestine

G6PD － ＋ － ADH － － －
HBDH － ＋ － FDH － － －
LDH ＋ － － α-GPDH － － －
NDH ＋＋ ＋ － H6PD － － －
ODH ＋ － － HexDH － － －
6-PGD ＋ ＋＋ － ICDH － － －
SOD ＋＋ ＋ － SKDH － － －
AAT ＋ － － SDH － － －
ACPH － ＋＋ － SUDH － － －
ALK － ＋ － MDH － － －
EST ＋ － － AMY － － －
FUM ＋ ＋＋ － HK － － －
LAP － － ＋ PO － － －
ME ＋ － － PGI － － －
PGM ＋ ＋＋ －

＋＋ : Enzymes which showed high activity.
＋  : Enzymes which were detected on the gel.
－  : Enzymes which did not exhibit the active band.

Table 4.　Enzymes and tissues examined in the present allozyme study

Enzyme Abbreviation Tissues

Lactate dehydrogenase LDH M
Nothing dehydrogenase NDH M
Octanol dehydrogenase ODH M
Superoxide dismutase SOD M
Aspartate aminotransferase AAT M
Esterase EST M
Malic enzyme ME M
Glucose-6-phoshate dehydrogenase G6PD L
Hydroxybutytrate dehydrogenase HBDH L
6-phoshogluconate dehydrogenase 6-PGD L
Acid phoshatase ACPH L
Fumarase FUM L
Phosphoglucomutase PGM L
Leucine aminopeptidase LAP I

M＝Muscle，L＝Liver，I＝ Intestine

遺伝的類似度（ I）及び遺伝的距離（D）の算出
　種間の遺伝的分化の程度を示すために，先に求めた対

立遺伝子の頻度から Nei（1972）に基づき，遺伝的類似

度（Genetic  identity：I ）及び遺伝的距離（Genetic 
distance：D）を算出した。このパラメーターは，進化
の研究に用いるのに適したもであり，種間または集団間

における遺伝子の違いの程度を定量化するものである。

I は，遺伝的にどれほど類似しているかを示しており，

0 ～ 1 の値を取り，大きいほど遺伝的類似度が高い事を

示す。Dは遺伝的にどれだけ離れた関係にあるかを示し
ており，

　　　　　D＝－1n I
で求められる。この値は 0～∞の値を取り，大きいほど

遺伝的な距離が離れており，遠縁の関係であることを示

す。

　この遺伝的類似度及び遺伝的距離は，ROYCHOUDHURY 
et al.（1991）のprogram GD3（MS-DOS版）を用いて
算出した。

Group I およびGroup I I 酵素の多型の比較

　今回，分析した酵素を 2つの大きなグループに分け，

各々の平均ヘテロ接合体率（H）を調査した。分類は，
エネルギー代謝に関与する解糖系の酵素を Group I，そ

れ以外の酵素をGroup IIとした。本研究で用いた酵素の

うちGroup Iに属するのは，FUM，G6PD，LDH，ME，

PGMの 5酵素である。Group IIに属するのは，AAT，

浅沼・松岡
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ACPH，EST，HBDH，LAP，NDH，ODH，6-PGD，

SODの 9酵素である。

分子系統樹の作成法

　遺伝的距離（D）からクラスター分析を行うため，

SNEATH and SOKAL（1973）の遺伝的距離平均化法

（UPGMA法）及びSAITOU and NEI（1987）の近隣結合

法（NJ 法）の 2 つのアルゴリズムにより分子系統樹を

作成した。

　遺伝的距離平均化法では，すべての OTU（operational 

taxonomic unit；操作上の分類単位）間において求めら

れた進化距離を用いる。その中で最小の距離を持つ

OTU 間においてその中心で結合し，新しいクラスター

とする。これはつまり，OTU 間の距離は算術平均に

よって求められるということである。これにより，クラ

スタリングを続け，系統樹を作成する。また，これは遺

伝子置換速度の期待値が一定であるという仮定に基づい

た結果ともいえる。さらにこれにより，Nei（1975）の

方法に従い，それぞれの種の分岐年代（T）を算出し
た。

　近隣結合法は，SAITOU（1995）の NJ-package（Mac
版）によって作成した。この近隣結合法は，比較的簡単

な計算により，多量の労力を有する最小進化法に非常に

似た系統樹を得る方法である。ここでは，最も近隣にあ

るOTU間を結合させる。次にその結合させたOTUと，

最も近隣にある別の OTU をさらに結合させる。このよ

うに，近隣にあるものを次々に結合させて，系統樹を作

成する。この近隣結合法によって得られる系統樹は無根

系統樹であるが，UPGMA による系統樹との比較のた

め，OTU を結ぶ樹長のうち最も長いものの中央を樹根

として有根系統樹を作成した。この方法は，無根系統樹

を作成する距離 Wagner 法（FARRIS，1972）で用いら

れたものであるが，近隣結合法やその他の無根系統樹に

対してもしばしば適用されている。

結　　　　果

電気泳動結果

　Table 4に示した 14酵素により，ニシン目 7種につい

ての分析を行ったところ，29 遺伝子座が検出された。

そのうち，7種すべてが共有している19遺伝子座を分析

に用いた。電気泳動の方向は，陰極である上方から陽極

である下方へと定直流電流を流した。G6PD，HBDH，

LDH，NDH，ODH，SOD，AAT，PGM，では集団内

変異が認められた。特に，EST，6-PGD においては，

多くの集団内変異が検出された。

対立遺伝子頻度

　電気泳動パターンから対立遺伝子の頻度を求めたもの

が，Table 5である。合計14酵素，19遺伝子座が示され

ている。本研究で用いた 14 酵素のうち，G6PD，

HBDH，LDH，NDH，ODH，SOD，AAT，PGMの 8
酵素では単型的な遺伝子座であった。6-PGD，ACPH，

EST，FUM，LAP，ME の 6 酵素では多型的な遺伝子

座であった。 7種すべてにおいて，同じ対立遺伝子が固

定されている遺伝子座は検出されなかった。

集団内の遺伝的変異

　対立遺伝子頻度の遺伝的多型を表すパラメーターであ

る， 1遺伝子座あたりの対立遺伝子数，多型的遺伝子座

の割合（P），平均ヘテロ接合体率の期待値（H）を求
めた結果がTable 6である。 1遺伝子座あたりの対立遺

伝子数，P ともに結果の数値から二つのグループに分け
られた。キビナゴ，マイワシ，サッパ，コノシロが低い

値を示し， 1遺伝子座あたりの対立遺伝子数は 1.11，P
＝ 10.5 ％となった。ウルメイワシ，ニシン，カタクチ

イワシは， 1遺伝子座あたりの対立遺伝子数＝ 1.16，P
＝ 15.8 ％となった。平均値は， 1遺伝子座あたりの対

立遺伝子数＝ 1.13，P＝ 12.8％であり，種による違いに
大きな差は無かった。

　Hは，マイワシとコノシロで最小値のH＝ 4.8％を示
し，カタクチイワシで最大値 H＝ 8.6％を示した。7種
の平均は，H＝6.1％となった。

Group I・Group II 酵素における遺伝的多型の比較

　Group I，Group II酵素ごとにHを比較したものが，

Table 7である。Group I酵素では，H＝ 0～10.0％，平
均H＝ 2.9％であったのに対し，Group II酵素では，H
＝ 4.2～15.9％，平均H＝10.8％を示し，Group II酵素
の方が高い遺伝的多型を示した。Group I 酵素よりも

Group II酵素において，より多くの遺伝的多型が見られ

たのは，コノシロだけであった。この結果において，

Hの値はGroup I 酵素とGroup II 酵素間で有意な差が
存在する否かを分析するために，両グループ間で H の
値についての t 検定を行った。その結果，5 ％の有意水

準で有意差が示され，Group I 酵素のHの値とGroup II
酵素の H の値が有意に異なるといえる。これより，

Group I 酵素よりも Group II 酵素での方が，より多く

の遺伝的多型が観察されたという結果を示している。

遺伝的類似度（ I）及び遺伝的距離（D）
　Table 8に，ニシン目 7種間についての I とDを示し
た。I は，マイワシとニシン間で最小値 I ＝ 0.169 とな
り，遺伝的に最も遠縁の関係を示した。最大値は，マイ

ワシとカタクチイワシ間の I ＝ 0.591 となり，最も近縁
な関係を示した。また，I＝ 0.3～ 0.4の値を示すもが 12
箇所と集中しており，この間の値が最頻度値（モード）

となっている。

　Dでも同様に，マイワシとカタクチイワシ間で最小値

D＝ 0.525となり，最も近縁な関係を示した。最大値は，

ニシン目魚類の分子系統学的研究
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Table 5.　Allele frequencies at 19 genetic loci in the seven species of the order Clupeiformes

Locus Allele Et Sg Sm Sz Cp Kp Ej Locus Allele Et Sg Sm Sz Cp Kp Ej

LDH a 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 AAT a 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
b 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 b 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00
c 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 c 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00
d 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ACPH a 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.54

NDH-1 a 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 b 1.00 0.00 1.00 1.00 0.00 1.00 0.46
b 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 EST-1 a 0.46 0.00 0.75 1.00 0.00 1.00 0.54

NDH-2 a 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 1.00 b 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
b 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 c 0.54 0.00 0.25 0.00 1.00 0.00 0.46
c 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 EST-2 a 1.00 1.00 0.00 0.00 0.58 0.00 1.00

NDH-3 a 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 b 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00
b 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 c 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00

ODH a 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 d 0.00 0.00 1.00 0.00 0.42 0.00 0.00
b 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 EST-3 a 0.50 0.50 0.50 0.00 0.67 0.00 0.00
c 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 b 0.00 0.00 0.00 0.67 0.33 1.00 0.00

SOD a 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 c 0.50 0.50 0.50 0.33 0.00 0.00 1.00
b 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 FUM a 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50

EST-4 a 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 1.00 0.00 b 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 0.50
b 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 c 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00
c 0.00 0.00 0.00 1.00 0.50 0.00 0.00 d 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.50 0.00
d 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 e 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ME a 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 PGM a 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
b 0.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 b 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00
c 0.08 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 c 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00

G6PD a 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 d 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00
b 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 e 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00

HBDH a 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 1.00 LAP a 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04
b 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 b 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00

6-PGD a 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.75 0.00 c 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.96
b 0.00 0.00 1.00 0.67 1.00 0.00 1.00
c 1.00 0.54 0.00 0.00 0.00 0.25 0.00
d 0.00 0.00 0.00 0.33 0.00 0.00 0.00
e 0.00 0.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Alleles are correspondingly letters from “a”, this being the allele of the lowest mobility.   Et＝ Etrumeus teres, Sg＝
Spratelloides gracilis, Sm＝Sardinops melanostictus, Sz＝Sardinella zunasi, Cp＝Clupea pallasii, Kp＝Konosirus punctatus, 
Ej＝Engraulis japonicus

Table 6.　Genetic variation in the seven species of the order Clupeiformes

Parameter Et Sg Sm Sz Cp Kp Ej Mean

No. of individuals examined 12 12 12 12 12 12 12 12
No. of alleles per locus 1.16 1.11 1.11 1.11 1.16 1.11 1.16 1.13
Proportion of polymorphic loci : P （％） 15.8 10.5 10.5 10.5 15.8 10.5 15.8 12.8
Expected average heterozygosity : Hexp （％） 6.3 5.5 4.8 4.9 7.9 4.8 8.6 6.1

Et＝Etrumeus teres, Sg＝Spratelloides gracilis, Sm＝Sardinops melanostictus, Sz＝Sardinella zunasi, Cp＝Clupea pallasii,
Kp＝Konosirus punctatus, Ej＝Engraulis japonicus

浅沼・松岡
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Table 7.　Average heterozygosity for glucose metabolizing enzymes (Group I) and 

non-glucose metabolizing enzymes (Group II) in the allozyme study

Average heterozygosity （％）

Species Group I Group II

Etrumeus  teres 0 12.8
Spratelloides  gracilis 0 11.1
Sardinops  melanostictus 0 9.8
Sardinella  zunasi 0 9.8
Clupea  pallasii 0 15.9
Konosirus  punctatus 10.0 4.2
Engraulis  japonicus 10.0 12.0

Mean 2.9 10.8

Group I  : FUM, G6PD, LDH, ME, PGM
Group II : AAT, ACPH, EST, HBDH, LAP, NDH, ODH, 6-PGD, SOD

Table 8.　Genetic identities （above diagonal） and genetic distances （below diagonal） 

between seven species of the order Clupeiformes

　Species 1 2 3 4 5 6 7

1．Etrumeus  teres　ウルメイワシ － 0.510 0.338 0.374 0.309 0.318 0.365
2．Spratelloides  gracilis　キビナゴ 0.673 － 0.194 0.342 0.334 0.174 0.285
3．Sardinops  melanostictus　マイワシ 1.086 1.639 － 0.475 0.169 0.428 0.591
4．Sardinella  zunasi　サッパ 0.984 1.073 0.745 － 0.359 0.535 0.339
5．Clupea  pallasii　ニシン 1.175 1.098 1.779 1.024 － 0.356 0.375
6．Konosirus  punctatus　コノシロ 1.145 1.749 0.848 0.626 1.034 － 0.353
7．Engraulis  japonicus　カタクチイワシ 1.008 1.254 0.525 1.083 0.981 1.042 －

Genetic identities （ I） and genetic distances （D） were calculated by the method of Nei （1972）.

Fig. 1.　Distribution of Nei’s D values in this study.  The sources of data are quoted 

from the D values in Table 8.  The shaded portions are the D values between 
the two families, Clueidae and Engraulididae.

ニシン目魚類の分子系統学的研究
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マイワシとニシン間で，D ＝ 1.779 となり，最も遠縁な
関係を示した。D＝ 1.0～ 1.2の値を示すものが 10箇所
みられ，この間の値がモードとなっている。

分子系統樹

　Table 8の遺伝的距離（D）よりUPGMA法を用いて
作成した分子系統樹がFig. 2である。上目盛りに遺伝距

離（D），下目盛りに分岐年代（T）が示してある。こ

れより，マイワシとカタクチイワシが最初にクラスター

を形成し，次に，サッパとコノシロ，ウルメイワシとキ

ビナゴが，それぞれクラスターを形成した。その後，

サッパとコノシロのクラスターとマイワシとカタクチイ

ワシのクラスターが，1 つにクラスタリングされた。一

方，ニシンは最後に，ウルメイワシとキビナゴにクラス

タリングされた。よって，Fig. 2の分子系統樹の結果で

は，まず（ウルメイワシ・キビナゴ・ニシン）の系統と，

Etrumeus  teres　ウルメイワシ

Spratelloides  gracilis　キビナゴ

Clupea  pallasii　ニシン

Sardinella  zunasi　サッパ

Konosirus  punctatus　コノシロ

Sardinops  melanostictus　マイワシ

Engraulis  japonicus　カタクチイワシ

GENETIC DISTANCE （D）

1.5 1 0.5 0

7.5 5 2.5 0　×106 Years

DIVERGENCE TIME （T） T ＝5×106D

Fig. 2.　Molecular phylogenetic tree for the seven species of the order Clupeiformes.  It was constructed from the 

Nei’s genetic distance （Nei, 1972） by using the UPGMA clustering method.  The divergence time estimated 

from the Nei’s equation （Nei, 1975） using the genetic distance is also given in the phylogenetic tree.

　Etrumeus  teres　ウルメイワシ

　　　　　　　　Spratelloides  gracilis　キビナゴ

　　Clupea  pallasii　ニシン

Sardinella  zunasi　サッパ

　　　 Konosirus  punctatus　コノシロ

　　　　　　　　Sardinops  melanostictus　マイワシ

　　　　　Engraulis  japonicus　カタクチイワシ

Fig. 3.　Molecular phylogenetic tree for seven species of the order Clupeiformes.  This tree was constructed 
from Nei’s （1972） genetic distance （D） by using NJ method.  The tree was rooted at the midpoint 
of longest branch.  The values given to each branch are the estimate of branch length.
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（サッパ・コノシロ・マイワシ・カタクチイワシ）の系統

に 2分され，さらに，（ウルメイワシ・キビナゴ）（ニシ

ン）（サッパ・コノシロ）（マイワシ・カタクチイワシ）の

4 系統に分けられた。また，ニシンがこれら 7 種の内で

最も古い時期に分岐したという結果が明確に示された。

　前と同じ値であるTable 8の遺伝距離（D）より，NJ
法を用いて作成した分子系統樹が Fig. 3 である。本来，

NJ 法により作成した系統樹は無根系統樹である。その

ため，UPGMA 法を用いて作成した系統樹と比較する

ために，先に方法で述べた通りの手法により，樹長の最

大値の中心に仮の樹根を設けてある。この系統樹の結果

においても，Fig. 2のUPGMA法を用いて作成した分子

系統樹と相同な樹形が得られ，同様の系統類縁関係が示

された。

考　　　　察

分析した遺伝子座数および個体数

　アイソザイム分析を行う際に用いる遺伝子座は，その

遺伝子座を検出する染色法が確立されていることが必要

条件である。その遺伝子座を用いるかどうかは，酵素活

性染色法が存在するか否かに依存しており，ゲノムから

無作為に抽出された遺伝子のデータであると見なおすこ

とができると考えられている（HUBBY and LEWONTIN，

1966）。遺伝的多型の程度や遺伝子の進化速度は，遺伝

子座により差がある。そのため，先の無作為抽出のデー

タであるという仮定は，これらの遺伝子座から各種パラ

メーターを求め，分析する際の確立論的誤差を十分に減

少させることを可能とする。具体的には，サンプルとし

て遺伝子座を抽出する過程と，調査に用いる個体を集団

から抽出する過程の 2つからなる。これら 2つの過程か

ら誤差が生じると考えられる。そのため，前者は調査す

る遺伝子座を増やすことにより，その誤差を減少させる

ことができる。一方，後者は調査する個体数を増やすこ

とにより，その誤差を減少させることができる。よっ

て，電気泳動法で調査すべき遺伝子座数，個体数は重

要なファクターである。これについては，NEI and 

ROYCHOUDHURY（1974）や NEI（1978a）などによって

数学的に研究されている。これによると，各推定値の誤

差は，より多くの遺伝子座を調査することによって減少

し，遺伝子座あたりの個体数にはあまり依存しないこと

が確かめられている。つまり，遺伝子抽出の誤差は，そ

の多くがゲノムから遺伝子座を抽出する際に生じてお

り，調査個体数による誤差はそれに比較すると極めて小

さいとされている。そのため，仮に調査個体数が少なく

ても，調査遺伝子座数を増やすことにより，十分に正確

なデータを得ることができる。

　よって，できるかぎり多くの遺伝子座を調査すること

が求められるが，酵素活性染色法や分離法など実験技術

的な問題からその調査数には制限がある。これは，アイ

ソザイム分析で用いる酵素には，生物が生存するうえで

必須の酵素も多く存在するが，その酵素が必ずしも検出

されるとは限らないためである。検出されないのは，そ

の酵素が存在しないのではなく，その酵素についての染

色法が十分に確立されていないか，適切な泳動条件でな

いか，酵素の絶対量が不足しているかなどの技術的制約

のためである。よって，検出されるということは，その

酵素が存在することの十分条件であるが，検出されない

ということは，その酵素が存在しないということの十分

条件とはなり得ない。

　アイソザイム分析において最低限必要とされる遺伝子

座数については，研究者により意見が異なるが，WARD
（1977），GRAUR（1985）は 15 遺伝子座を基準としてさ

まざまな生物の平均ヘテロ接合体率を比較するなどの調

査をしており，最低でも 15 酵素が必要であるとするこ

とが一般的である。

　本研究では，調査個体はすべての種において 12 個体

ずつ用いた。分析酵素は，筋肉で 7 酵素，肝臓で 6 酵

素，腸で 1酵素の計 14酵素，19遺伝子座について調査

している。また，その 19 遺伝子座は，すべての個体で

その対立遺伝子が検出されたもののみを用いている。こ

れより，上記の 2つの過程にもとづく確率論的誤差を十

分に減少させており，分析に用いるのに十分なデータで

あると見なすことができる。

　また，調査した酵素は，Group I 酵素と呼ばれる糖代

謝系に関与する酵素と，Group II酵素と呼ばれる糖代謝

に関与せず，体液や組織中に比較的高濃度でみられる酵

素の両者を含んでいる。Group IとGroup IIでは遺伝的

多型の割合が異なるという報告（GILLESPIE  and 

LAUGLEY，1974）もあり，より正確な分析を行うには，

両者の Group の酵素を分析に加えるべきである。本研

究では，Group I 酵素から 5 酵素，Group II 酵素から

9酵素を調査に用いた。

遺伝的変異

　遺伝子の多型現象の程度は，多型的遺伝子座の割合

（P）および平均ヘテロ接合体率（H）で示すことがで
きる。P は，一般的にはその多型の尺度として，ある遺
伝子座の，最も頻度の高い対立遺伝子の頻度が 99 ％ま

たは 95 ％以下であるときにその遺伝子座を多型的遺伝

子座とみなしている。この数値には特に理論的な根拠は

無い。むしろ調査個体数の大小により任意に決められて

いることが多い。ちなみに，本研究では，95 ％以下の

基準を用いた。また，この値は調査個体数に左右されや

すい値であるため，あまり正確な尺度ではないとされる

（藤尾，1985）。

　一方，平均ヘテロ接合体率（H）は集団内の遺伝的変
異の量を表すことができ，定義もはっきりしていること

から，さまざまな研究で用いられてきた。また，この値

はその集団のおかれた遺伝的な環境を反映しているた

ニシン目魚類の分子系統学的研究
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め，集団遺伝学的にも有用である。本研究結果における

Pは，最小値P＝10.5％，最大値P＝15.8％，平均値P
＝ 12.8 ％，となった。H においては，最小値 H ＝

4.8％，最大値 H＝ 8.6％，平均値 H＝ 6.1％となった
（Table 6）。一般に魚類においては，過去に蓄積された

データからP＝ 5～ 20％，H≒ 5％となることが報告さ
れている（藤尾，1985）。これより，本研究の結果は，

それらの一般的魚類の値と一致しており，特に変異的な

値はみられなかった。一般にヘテロ接合体率は，その集

団サイズが小さく，gene flow が十分でない程，小さな

値をとる傾向がある。また，GYLLENSTEN（1985）は，

さまざまな魚類を海産魚，回遊魚，淡水魚の 3 つのグ

ループに分け，それぞれの H を分析した。それによる
と，海産魚で平均H＝ 6.3％，回遊魚で平均H＝ 4.1％，
淡水魚で平均H＝ 4.3％であった。これらのHは，それ
らの集団構造に相関しているとされる。つまり，海産

魚，淡水魚，回遊魚の順に gene flow の割合が小さく

なっているためと考えられる。

　本研究に用いた種は，すべて沿岸部に生息する海産魚

である。その中で回遊を行うとされている種は，マイワ

シ，ニシン，コノシロ，カタクチイワシである。マイワ

シ，コノシロでは，ともにH＝ 4.8％と比較的低い値が
示された。しかし，ニシン，カタクチイワシでは H ＝

7.9％，H＝8.6％と高い値を示した。これは，ニシンと
カタクチイワシの回遊が，完全に他の集団と隔離された

ものではないためではないかと予測される。これについ

ては，再度より多くの個体数と遺伝子座を用いて，詳細

な調査を必要とするであろう。

　また，HをGroup IとGroup IIの酵素ごとに分けて比
較すると，Group II 酵素の方がGroup I 酵素よりも有意

に H が大きいことが，Table 7 で示された。これは，

Group II 酵素の方がGroup I 酵素よりも遺伝的な多型が

多いということを示している。方法でも述べたように，

Group I 酵素はエネルギー代謝に関与する解糖系の酵素

であり，生物が生存上欠かすことのできない酵素であ

る。そのため，これらの酵素の機能的制約はかなり大き

いと予想される。一方，Group II酵素においては，その

ようなエネルギー代謝には関与せず，機能的制約は前者

に比べてかなり小さいと予想される。本研究の結果にお

ける遺伝的変異の相違は，以上のような機能的制約の違

いによるものと考えられる。つまり，Group I 酵素の方

が機能的制約が大きいため，遺伝的変異が小さいという

結果が得られたと考えられる。これは，機能的制約の小

さなものほど遺伝的変異が多いとする木村資生博士が提

唱した分子進化の中立説（KIMUA，1983）を支持する

結果である。

遺伝的分化の程度

　遺伝的分化の程度を示す NEI（1972）による遺伝的類

似度 I に注目してみる。THORPE（1982）は，さまざま

な生物種間の I を調査し，その結果，同属別種間におい
ては，I＝ 0.35～ 0.85の値をとり，同科別属間では I≦

0.35 になると報告している。本研究結果では（Table 

8），ニシン科に属する同科別属であるウルメイワシ，

キビナゴ，マイワシ，サッパ，ニシン，コノシロ間で

は，I＝ 0.169～ 0.535の値をとり，平均 I＝ 0.347，SD
＝ 0.108 を示した。一方，カタクチイワシ科のカタクチ

イワシと先のニシン科 6 種との間の I は，I ＝ 0.285 ～

0.591 の値をとり，平均 I ＝ 0.385，SD ＝ 0.097 を示し
た。

　本研究結果のニシン科内の比較における D の値は，

THORPE（1982）の報告よりも多少大きな値をとってい

る箇所もあるが，ほぼこれに沿った結果となっている

（Fig. 1）。一方，同目別科の関係であるカタクチイワシ

科とニシン科の 6種では（Fig. 1 の斜線部），先のニシ

ン科内の比較における D の値とほぼ等しく，従来の分
類に沿った値ではなかった。カタクチイワシがニシンと

別科であれば，より小さな I が示されるはずである。現
在，カタクチイワシはカタクチイワシ科に属している

が，この結果はカタクチイワシがよりニシン科に違い遺

伝的形質を有していることを強く示唆している。

　同様にして，NEI（1972）による遺伝的距離（D）に
ついても分類体系との相関関係が示されている。藤尾

（1985）によると，一般に魚類においては，同科別属間

で平均D＝ 2.067，SD＝ 0.709であると報告している。
本研究結果においては，Table 8 に示すようにニシン科

内では，平均D＝ 1.112，SD＝ 0.346を示している。こ
の結果は，藤尾（1985）の示した同科別属間での値と，

5 ％の有意水準で有意差は認められず，同じ結果が得ら

れたといえる。

　一方，カタクチイワシ科 1種とニシン科 6種との関係

においては，平均D＝ 0.982，SD＝ 0.222となった。こ
の値は藤尾（1985）の示した同目別科間の値とは大き

く外れ，むしろ同科別属間の値と考えられる。本研究結

果の中で比較した場合においても，カタクチイワシとニ

シン科6種における遺伝距離（D）（Fig. 1の斜線部）は，
ニシン科内で同科別属における D とほとんど等しい値
をとっている（Fig. 1）。カタクチイワシとニシン科 6
種の同目別科関係における D と，ニシン科内で同科別
属における Dとの間で t 検定を行ったところ，5％の有
意水準で有意差は認められず，両者の値は等しいという

結果が示された。このことからも，分類学上，カタクチ

イワシはニシン科と別科ではなく，同科に含めるべきで

ある。

分子系統樹が示す系統類縁関係

　本研究においては，クラスター分析を行うために，遺

伝的距離（D）から，SNEATH and SOKAL（1973）の遺
伝距離平均化法（UPGMA 法）及び SAITOU and NEI
（1987）の近隣結合法（NJ法）の 2つのアルゴリズムを

浅沼・松岡
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用いて系統樹を作成した。この 2つの系統樹は，同じ値

である D から作成したものであるが，その作成は異
なった過程に基づくアルゴリズムにより行っている。現

在までにさまざまな系統樹作成法が考案されているが，

系統樹を復元する能力は異なっており，また，確率論的

誤差が含まれることは避けがたい。そのため，コン

ピュータシュミレーションなどを用いて，系統樹作成法

についての各種研究も行われている（NEI et al., 
1983）。それらよりUPGMA法は塩基置換速度がほぼ一

定であるとき，種の系統樹を作成するのに有効であるこ

と，また，NJ 法は一般に真の樹形を復元する上で有効

であることなどが報告されている（根井，1990）。この

ような二つの異なった性質はかなり信頼性が高いといえ

る。本研究結果においては，UPGMA 法による系統樹

と NJ 法による系統樹は，一致した樹形を示した（Fig. 

2 および Fig. 3）。よって，本研究で求められた系統樹

は，高い信頼性を持つと考えられる。

　Fig. 2 および Fig. 3 に示された，それぞれのクラス

ターに注目すると，ウルメイワシとキビナゴが一つにク

ラスタリングされている。Masuda et al.（1984）の分
類によると，ウルメイワシはウルメイワシ亜科に属し，

キビナゴはキビナゴ亜科に属するとし，両種は同科別亜

科の関係であるとしている（Table 1）。しかし，

Whitehead（1985）の分類では，ウルメイワシとキビナ

ゴは，ともにウルメイワシ亜科（the  subfamily 

Dussumieriinae）に属し，同亜科別属であるとしてい

る。本研究の結果は，このWhitehead（1985）が提唱し

た分類体系を強く支持する結果となった。

　また，Fig. 2から，これら 7種の内，ニシンが最も古

い時期に分岐したことが判明した。形態学的知見だけで

なく化石資料などからみても，ニシンは，ニシン目の中

でも非常に原始的で，初期の型に比べてそれほど特殊化

していないとする説が一般的である（Romer，1933）。

ニシン目の祖先種は，化石知見などからみても，現在の

ニシン様形態を有している。本研究結果はこれらの知見

と一致し，ニシンはニシン目の祖先種の形質を最も多く

有し，原始的な種であると考えられる。さらに，このニ

シン目は，真骨魚類の中でも最も原始的な真骨魚類の低

位群に属し，フォリドフォルス型の祖先型から，ジェラ

紀に出現したとされている（上野・沖山，1988）。真骨

魚類としても，ニシンは祖先的形質を多く有した種であ

るといえる。

形態学的分類と分子系統学の比較

　本研究の結果では，それまでに行われた形態学的知見

に基づいた分類とほぼ同様の結果が得られた。しかしな

がら，先にも述べたように，カタクチイワシについての

位置付けには，大きな相違が見られた。

　形態学的には，カタクチイワシ科とニシン科において

は，口の形態に大きな差が認められる（Fig. 4のa，c）。

ニシン科では，口が小さく，その後端は眼の後縁を越え

ない。カタクチイワシ科では，口は大きく，その後端は

眼の後縁を大きく越える。この形質の違いが，ニシン科

とカタクチイワシ科を分ける大きな分類基準である。

　本実験結果によると，カタクチイワシは，ニシン科の

マイワシと極めて近縁関係にあり，形態レベルでの分類

体系を支持しない。この 2種の形態を比較すると，口と

鰓蓋の形態の違いが明確である（Fig. 4のb，d）。しかし

Fig. 4.　Mouth shapes in the two families, Clupeidae and Engraulidae.  a＝ typical Clupeidae, b＝Sardinops 
melanostictus, c＝ typical Engraulidae, d＝Engraulis japonicus.

ニシン目魚類の分子系統学的研究
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ながら，その他の形態は，よく類似している。和名での

名称が，カタクチイワシとマイワシであり，『カタクチ』

という口の違いを省けば，イワシになるということに似

ているのは興味深い。 2種は，食料として古くから人々

の生活に密着している。その中において，味や性質，形

態などの総同性に基づき名をつけ，このような分類を

行ったのであろう。ある意味では，古い分類体系ともい

えるのではないだろうか。本研究結果におけるカタクチ

イワシとマイワシの類縁関係は，それに近い結果を示し

た。

　形態学的知見に基づく系統分類では，そこで用いる形

質にどのような重みづけを行うかにより，大きな差が生

じる場合がある。また，その形質に存在するであろう，

相同，相似，平行現象，収斂，などの関係から，相同形

質のみを分類形質として選択する際にも，慎重な分析を

必要とする。このような分析を行う中で，ニシン目につ

いては，カタクチイワシ科を設ける際における口の形態

の特徴について，その形質に対し重みをつけ過ぎている

と断言できる。

　特に，口の形状は，食性を大きく反映している。ニシ

ン目魚類は，おもに浮遊性の生物，プランクトンを食し

ており，鰓耙を発達させている。カタクチイワシ群は，

ニシン科から派生し，その中でもより大きな口を持つこ

とによって，その食性に適応した，特殊化した群ではな

いだろうかと予測される。

　また，Fig. 2およびFig. 3に示された結果では，その

クラスタリングは，大まかな外部形態の輪郭における類

似性をよく反映している。ニシンを標準型としたとき，

キビナゴとウルメイワシに見られる細長い輪郭のタイプ

と，コノシロとサッパに見られる両側から押し潰したよ

うな太くて短い輪郭のタイプは，それぞれ同じクラス

ターを形成している。また，そのどちらにも属さず，標

準型に近い輪郭を持つマイワシとカタクチイワシが 1つ

のクラスターを形成している。このように，今回の分子

レベルでの研究は，外部形態の分類と極めてよく一致し

ている。

ニシン目魚類の種分化

　上野ら（1988）とGREENMOOD et al.（1966）によると，
ニシン目魚類はジェラ紀にフォリドフォルス目

（Pholidphoriformes 全骨魚類に属し白亜紀に絶滅）から

出現したとされている。本研究結果より求められた分岐

年代によると（Fig. 2），ニシン目からこれら7種が分岐

したのは，ジェラ紀から約 1億 3000万年後に相当する，

今から約 260～ 650万年前の新世代第三紀であると推定

される。この時期は，現代生物群の発展期で，現在のも

のに著しく類似したもの，あるいは，その直接の祖先な

どが見られる。気候は，比較的温暖であり各地に独特の

種が増加したとされる（日本古生物学会，1991）。その

他の属は約 260～ 340万年前に分岐した。これは新世代

第三紀の新第三紀鮮新世に相当する。この時期は，それ

までの温暖な気候から，徐々に気温が低下し，次の第四

紀での大氷河期へとつながったとされる。

　このように，ニシンは他の属と比べてかなり古く，他

の属とは異なった時代に分岐している。ニシンがニシン

目の中でも祖先的形質を多く有する原始的な種であるこ

とは，先にも述べたように形態学的にも明らかにされて

おり，今回のアロザイムの分子的な結果は，この結果と

よく一致する。ではなぜ，ニシンはそのような古い時期

に分岐し，現在まで原始的な形質を残しているにもかか

わらず，繁栄しているのだろうか。ニシン目魚類は，そ

のほとんどが熱帯・亜熱帯・温帯の比較的温暖な海域に

生息している。その中で，ニシン属は他の属とは異な

り，寒帯の寒冷な海域に生息している。これについて

は，次のようなことが予測される。ニシン属は中新世に

派生して繁栄したが，その後，温暖な海域では，鮮新世

に派生した他のニシン目の種などに取って代わられた。

しかし，寒冷な海域までは，それらの新しい種は侵入す

ることができず，寒冷な海域に生息するニシンのみが現

在まで生き残ったのではないだろうか。それらを明らか

にするには，さらにニシン科の他の属を詳細に調査し，

ニシン属との系統類縁関係を分析することに加え，古生

物学や動物地理学に基づいた調査も必要であろう。

要　　　　約

　ニシン目魚類は，真骨魚類の原始的な一群である。そ

れらの種は，多くが熱帯，亜熱帯の比較的温暖な海域に

生息し，世界中に広く分布している。ニシン目の中に

は，ニシンやイワシなどをはじめとし，食用として一般

に広く知られたものが多く，水産資源として大変有用な

ものが多い。このような水産資源としての重要性から，

ニシン目魚類については，さまざまな研究が古くからな

されており，系統分類は，主に形態学的な面から，数多

くの報告がなされてきた。しかしながら，ニシン目内で

の諸群間の系統類縁関係については，不明な点が極めて

多い。

　本研究では，ニシン目内での諸群間における系統類縁

関係を明らかにするため，それまでニシン目については

行われてこなかった。分子系統学的手法であるアイソザ

イム分析を用いて，ニシン目魚類の 2科 7属 7種につい

て分子系統学的解析を行った。この分子系統学は，遺伝

子の産物であるタンパク質を解析することにより，系統

類縁関係を明らかにするものである。本研究では，タン

パク電気泳動法により，酵素タンパク質の多型現象を検

出し，アイソザイム分析を行った。

　調査した種は，ニシン科のウルメイワシ属，ウルメイ

ワ シ（Etrumeus  teres），キ ビ ナ ゴ 属，キ ビ ナ ゴ
（Spratelloides  gracilis），マ イ ワ シ 属 ，マ イ ワ シ
（Sardinops  melanostictus），サ ッ パ 属，サ ッ パ

浅沼・松岡
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（Sardinella  zunasi），ニ シ ン 属，ニ シ ン（Clupea 
pallasii），コノシロ属，コノシロ（Konosirus punctatus），
カタクチイワシ科のカタクチイワシ属，カタクチイワシ

（Engraulis japonicus）の合計 2科 7属 7種である。
　アイソザイム分析では，14 酵素 19 遺伝子座を用い

た。その結果，平均ヘテロ接合体率（H）の期待値は，

H＝ 4.8～8.6％となり，平均H＝ 6.1％であった。この
値は，魚類における一般的な平均ヘテロ接合体率に相当

するものであった。

　また，Nei（1972）の遺伝的類似度（I）および遺伝
距離（D）を求め，遺伝距離から遺伝距離平均化法
（UPGMA 法）と近隣結合法（NJ 法）を用いて，2つの

分子系統樹を作成した。得られた 2つの分子系統樹は，

相同な樹形を示し，高い信頼性を持つものであった。そ

の結果，（ウルメイワシ・キビナゴ）群，ニシン群，

（サッパ・コノシロ）群，（マイワシ・カタクチイワシ）

群，の 4つの分類群に分かれることが判明した。これら

は形態学的研究では得られない，全く新しい知見であ

り，分子系統学の有力性を示すものである。特に，カタ

クチイワシは，従来の分類体系とは異なり，ニシン科に

属するという有益な結果も得られた。

　分岐年代を算出した結果，ニシン以外の 6 種は，約

260 ～ 340 万年前の新第三紀鮮新世に分岐したと推定さ

れた。一方，ニシンはそれら 6種より古く，約 650万年

前の新第三紀中新世に分岐したと推定された。形態学的

知見だけでなく化石資料などからみても，ニシンはニシ

ン目の中で非常に原始的な種であるとされており，本研

究の分子系統学的研究はこれを強く支持するものであ

る。
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Phylogenetic relationships among seven fish species of the order
Clupeiformes inferred from allozyme variation
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   3 Bunkyo-cho, Hirosaki, Aomori 036-8561, Japan
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SUMMARY

　　The order Clupeiformes includes the seven common fish species in Japanese waters : Etrumens teres, 
Spratelloides  gracilis,  Sardinops  melanostictus,  Sardinella  zunasi,  Clupea  pallasii,  Konosirus  punctatus  and 
Engraulis japonicus.   The phylogenetic relationships and allozyme variation were studied in these seven 
species from Japanese waters by electrophoretic analysis of 14 different enzymes.   From the allozyme 

variation observed in 19 genetic loci scored, it was calculated that the average heterozygosities （H values） 
are in the range of 4.8-8.6％, with a mean of 6.1％.   These H values were comparable to those of many 
other fishes.   The molecular phylogenetic tree for the seven species which was constructed from Nei’s 

genetic distances indicated the following : （1） Among seven species of the order Clupeiformes, the seven 

species were divided into the two large clusters : one is the group of E. teres, S. gracilis and C. pallasii, 
the other is the group of S. zunasi, K. punctatus, S. melanostictus and E. japonicus.   （2） In the first cluster, 
E. teres and S. gracilis are closely related to each other.   （3） In the second cluster, S. melanostictus is most 
closely related to E. japonicus, and further the present molecular study also showed the close relationship 
between S. zunasi and K. punctatusmus.   （4） Clupea pallasii of the subfamily Clupeinae is the most 
primitive and ancestral type of the seven species.   These molecular results were discussed through the 

comparison with other non-molecular evidence.

Bull. Fac. Agric. & Life Sci., Hirosaki Univ. No. 4 : 1― 15, 2001
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諸　　　　　言

　日本に生息するナマコ類は数十種類あるが，普通食用

となるのはマナマコである。ナマコは生鮮食料品として

用いられる以外に，近年，中華料理の高級食材として注

目を集め，特に乾燥品のイリコ（海参）は輸出品として

の需要が増えている。資源確保の観点から，青森県で

は，早くから水産資源の一つとして，マナマコの増殖や

種苗生産に力を入れている。

　マナマコの発生は，稲葉（7，8），今井ら（6）により

報告されているが，同報告以降，本種の発生学的研究は

乏しい。効率的な採卵方法を考案したり，稚ナマコまで

の飼育を効率良く行うことができれば，増殖技術の向上

に大きく貢献できるものと考える。

　筆者らは，青森県のマナマコの種苗生産の技術を基に

人工的な産卵誘発を行うと共に，これまでの報告データ

（1～ 4，11，12）を解析することで，陸奥湾産マナマコ

における効率的な産卵誘発時期を検討した。また，誘発

処理により採取された卵と精子を用いて受精を行い，飼

育が難しいとされるauricularia幼生以降の飼育を検討し

た。その結果，小規模な実験室内でも doliolaria 幼生や

pentactula 幼生を経て稚ナマコまで飼育することが可能

となったので，その飼育方法並びに本種の正常発生段階

表を報告する。

材 料 と 方 法

　用いたマナマコStichopus japonicus Selenkaは陸奥湾
から採集した 20～ 30 cmの成体で，誘発まで 10℃の海

水で飼育し，誘発時に温海水（20℃）に移し，放精及び

放卵を促した。誘発は暗所で行い，放精または放卵した

個体は懐中電灯を用いて確認した。放卵を開始した雌個

体は，直ぐに，10狩の濾過海水の入った水槽に移し，放

卵が完了するまで隔離した。誘発処理における放卵及び

放精の頻度（反応率）と誘発処理で採取された卵数は青

森県水産増殖センター事業報告（1～ 4，11，12）を基に

算出した。

陸奥湾産マナマコの発生と人工飼育

　吉田　　渉＊１・玉井　敦司＊２・谷中　俊広＊１・石田　幸子＊１

＊１ 遺伝情報科学講座
＊２ 青森市産業部　水産業課　水産指導センター
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　受精は，放精中の雄個体の生殖口から放出されている

精子をピペットで採取し，卵の入っている水槽に 2m狩

加えてかき混ぜることにより行った。その後，濾過海水

で，過剰な精子を洗い流し，エアーを入れた濾過海水中

で受精卵を飼育した（室温 20℃）。

　受精後 3日目に浮遊幼生を飼育水に移した。幼生には

餌としてChaetoceros gracilisを 1× 10 7個／狩の密度で，

乳鉢で細かくすりつぶしたテトラミン ベビーを 1狩当

たり 1mg 与えた。餌は 2 日に一度の割合で与え，底に

沈んでいる餌をサイホンで取り除いた後に新しい濾過海

水に交換した。

結 果 と 考 察

1）加温による放卵と放精の誘発

　2000年5月15日（試験1）では誘発処理後，30分する

と雄 2匹が放精を開始し，その 30分後の間に計 11匹が

順次，放卵した。6月 13日（試験 2）の誘発では，放卵

が確認された個体は 2匹で，そのうちの 1匹が 280万個

の卵を放卵した。また，2001年 5月 1日（試験 3）では

処理後 45～ 55分に 3匹が放卵した。また放精が確認で

きた個体は 10匹であった。5月 23日（試験 4）では処理

後 45 分に 1 匹の放卵が確認できた。また，放精した雄

は 5匹であった。今回の加温による誘発試験では放精の

後に，放卵が起こること，また放卵個体は放精個体より

少ない（試験 3では 3 ／10，試験 4では 1 ／5）ことがわ

かった。

　青森県水産増殖センター事業報告（1 ～ 4，11，12）を

基に，加温誘発試験のデータを解析した。その結果，放

卵と放精の頻度即ち反応率は0％～25％であった。雌の

反応率は 0～ 20％で平均すると 1.8％，雄の反応率は 0
～19％，平均で5.4％であった（Fig. 1）。マナマコは雌

雄異体であり，外見上雌雄の区別は困難なため，試験に

使用した雌雄の比率は知り得ないが，反応率は雌より雄

の方が 3倍程度高いと思われる。今回の試験結果も同様

な傾向が見られた。

　次に最も効率的な放卵が行われる時期並びに採卵数を
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青森県水産増殖センター事業報告（ 1～ 4，11，12）を

基に調べた。試験期間は 5 ／26～ 8 ／16の 80日間に及ん

でいる。雌の反応率は全期間を通して変わらないようで

あるが，1個体当たりの採卵数をみると 5月末から 6月

中旬が多いようである（Fig. 2）。今回，我々の行った

試験では，1 個体当たりの採卵数のデータは持ち合わせ

ていないが，6月 13日（試験 2）では 1個体から 280万

個の卵を採取できた。

　自然産卵の場合，産卵の時期は海水温と密接な関係が

あると考えられる。例えば汽水性内湾の宮城県牡鹿群石

浦で採集されたマナマコでは，成熟卵は 6月中旬（水温

20℃）で 50％位，6月下旬から 7月上旬にかけてが自然

放卵の盛期で，7 月中旬には大部分が放卵済みである。

一方，外洋性の女川湾では 7月中旬から下旬に産卵の盛

期があり，50 ～ 60 ％の成熟卵をもった個体が採集され

たとある（6）。陸奥湾の調査では早川がナマコの成熟

状況から水温が 12～ 16℃になる 5～ 6月が産卵盛期で

あると報告している（5）。また調査期間中の水温 12 ～

15.7℃で5月30日には生殖巣指数が高く，6月20日には

殆どが，放精放卵している個体であったとの報告もある

（11）。このことからも海水温の上昇が，マナマコの卵

成熟並びに放卵や放精に影響を与えることが推測され

Fig. 1　Frequency of spawning and ejaculation in artificial induction

Fig. 2　The number of eggs collected from adult female sea cucumber

陸奥湾産マナマコの発生と人工飼育
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る。人工的に 10℃の海水から 20℃の温海水へ移すこと

で産卵誘発はある程度制御可能であるが，海水温が 20
℃より低い 12 ～ 16 ℃でも自然産卵が行われているの

で，より効率的な産卵誘発には使用する親ナマコの生息

環境を調べ，人工的な海水温度制御による卵成熟の度合

い，加温による放卵や放精のメカニズムを調べる必要が

あると考える。また，人工授精等の導入も必要となるで

あろう。

2）受精と発生

　放卵直後の卵は卵核胞が崩壊しているが，まれに，卵

核胞（germinal vesicle）を有し，濾胞上皮（follicular 

epithelium）に包まれた未成熟卵が観察される。しか

し，その頻度はかなり低く，殆どが卵核胞が崩壊した成

熟卵である。卵の直径は 160～ 165μmで楕円形をして

いる。放卵後，30分後に卵門突起（micropyle process）

とよばれる細胞質突起が観察される。卵門突起から第一

極体（1st polar body）が放出され，次いで第二極体

（2nd polar body）が現れる。ニセクロナマコの人工授

精では減数分裂第一分裂中期以降のステージの卵が受精

可能であり（10），第一極体が放出する前の中期に受精

させると正常な二細胞の割合が高いが，減数分裂第二分

裂以降で受精させると，その割合は時間とともに低くな

るようである。今回の受精は放卵 30分後に行ったので，

卵は減数分裂第一分裂中期に受精されたこととなる。

　受精 2時間後に第一卵割がはじまり，極体のある動物

極からくびれはじめる。第一卵割の 40 分後には第二卵

割をはじめ 4細胞となる。その後，32細胞期までおよそ

40分に一度分裂を繰り返し，受精後 5時間 40分で 64細

胞となる。卵割は完全な全等割である。初期胞胚（128
細胞），中期胞胚（256 細胞）を経て，受精後 13 時間で

後期胞胚となる。受精後 15 時間すると，受精膜内で胚

が回転をはじめ，約 1 時間後に受精膜が破れ，孵化す

る。受精後，19 時間すると原口が観察される初期嚢胚

となる。原腸（archenteron）が形成され，間充織細胞

が観察されるようになる。マナマコの嚢胚期では，ウニ

類でみられるような幼生骨片（larval spicule）はまだ観

察されない。嚢胚後期には正中線のやや左側に背孔

（dorsal pore）が形成される。受精後， 2日目には初期ア

ウリクラリア幼生（early auricularia）の様相を呈する

ようになる。口陥（stomodaeum）が形成され腸と肛門

ができ，体長は 340 μmになる。3日目には体長 430～

450μmになる。4日目には食道と胃の区別がつくように

なり，胃は袋状になり食道と連動して蠕動運動を行う。

その後，成長を続け，典型的な中期アウリクラリア幼生

（mid auricularia）まで成長し，5日目には500～530μm
になり，左後側突起の部分に幼生骨片を一つ形成する。

6日目には 650μmに達し，左背側の水腔（hydrocoel）

が顕著となる。また中背突起と後背突起の間にもう一つ

の彎曲部が生じはじめる。この彎曲部は更に発達し，内

後側突起となる。その後，発生が進み後期アウリクラリ

ア幼生（late auricularia）になると後側突起と後背突起

部分に球状体（elastic ball）がみられ，次いで額域の上

部復側と前背，中背の突起部位に全部で 5対の球状体が

形成される。また，左腸体腔（left enterocoel）は胃の左

側に形成され後方に延び，右腸体腔（right enterocoel）

は胃の中央の下側から生じてくる。この頃になると幼生

の体長は最大に達し，大きいものでは 1mm に達する。

受精後 10日目には，体は縮小し始め，doliolaria へと変

態をはじめる。各突起は小さくなり，次第に丸くなり，

doliolaria の様相を表す。このころになると球状体が目

立つようになる。口は丸く，小さくなり，体の縮小に

伴って，胃が萎縮する。auricuralia幼生時に顕著であっ

た繊毛帯（ciliary band）は部分的に分断し始める。受

精後，15日には樽型の形をした doliolaria幼生となる。

球状体を取り巻くように 5 本の繊毛環（transverse 

ciliary band）ができ，内部には口触手（buccal tentacle）

が形成される。16 日目には底棲生活に入り，18 日目に

は pentacutula 幼生となる。5 本の第一触手（primary 

tentacle）ができる。22 日目には体表が多数の櫓状の骨

片で覆われ，尾部に管足（tube foot）ができる。この管

足を用いて壁面に吸着し，流水で流されるのを防ぎ，体

を支える。

　マナマコの発生は既に，今井ら（6）が宮城県産のマ

ナマコの人工授精により，観察しているが，受精から変

態までの一連の発生段階表はない。今回，我々は陸奥湾

産マナマコを用いて発生過程を追跡し，発生段階表を作

成した（Table 1，Fig. 3）。第一卵割後は第五卵割まで

40 分毎に分裂し，受精後，15 時間で孵化するのを観察

した。また，今井らが記述している Gastrula は本段階

表のmid gastrulaにあたると考えられ，受精後，25時間

にあたる。初期 auricularia幼生は受精後 2日目に観察さ

れ，ここまでの初期発生は稲葉や今井らの報告とほぼ一

致する。また，auricularia幼生の変態期間は 7～ 8日間

で，後期 auricularia幼生は 5対の球状体を有する形態を

持つこととした。後期 aurirculariaから doliolariaへの変

態中の幼生（Fig. 3，29 ～ 32）は 5 日間観察された。

doliolariaは5本の繊毛環を持ち，樽型の形を呈するもの

とした。また，doliolariaからpentactulaの変態には3日

を要し，第一触手の形成をもって pentactula，骨片と管

足の形成をもって late pentactulaとした。今井らによれ

ば auricuraliaから doliolariaの変態は 30～ 36時間を有

し，doliolariaの変態後，3日目には pentactulaになると

いう。今回の観察では auricuraliaから doliolaria変態期

間は 5日になっている。これは同一飼育条件下の別の個

体を観察したために生育の遅い個体と早い個体が混在

し，変態期間が延びたか，あるいは，飼育条件や水換え

等の物理的ダメージにより，変態が遅れた可能性も

考えられる。餌を与えなかった場合には通常，中期

auricularia幼生までは飼育できるが，その後の発生は進

吉田・玉井・谷中・石田
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Table 1.　The stages in the normal development of sea cucumber, Stichopus japonicus at 20℃
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まない。後期 auricularia 幼生に特徴的な球状体形成は，

その後の幼生変態が可能かどうかの重要な指標となり，

球状体が doliolaria 幼生への変態に重要な役割を果たし

ているものと考えられる。

3）幼生飼育

　2001年 5月 1日と 5月 21日の計 2回，受精させたマナ

マコの卵を実験室（室温 20 ℃）内で 3 日間通常濾過海

水で発生を進め，各種の飼育条件に移した（Table 2）。

2001年 5月 1日に受精させた卵を 3種類の条件で飼育し

Fig. 3

吉田・玉井・谷中・石田
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た（①～③）。浮遊している幼生をスポイトでとり，

ホールスライドガラスにのせ顕微鏡を用いて検鏡し，外

部形態並びに胃の内容物等の有無を観察した。①の条件

では受精後 5日目には大多数の個体が中期アウリクラリ

ア幼生に進んだが，②では中期アウリクラリア幼生に

なっているもの（3 匹／10 匹）もあるが，残りは初期ア

ウリクラリア幼生で発生が止まっていた。③は初期アウ

リクラリア幼生で死亡した。6 日目の観察では①，②と

もに浮遊幼生はなく，水槽の底に沈んでいた。以上， 5
月 1日に受精した幼生の飼育ではいずれの条件下でも後

期アウリクラリア幼生まで飼育することはできなかっ

た。これは，餌を与える時期や幼生の飼育密度，餌が不

適当である為と考えられた。そこで，餌の種類や与える

量，幼生飼育密度を改良し，実験を行った（④～⑨）。

受精後 5日目に④では中期アウリクラリア幼生以降の個

体は観察されず，また⑤と⑥では初期アウリクラリア幼

生であった。6 日目には④，⑤，⑥のいずれの飼育条件

でも，浮遊幼生は確認できなかった。⑦，⑧，⑨の条件

では 6 日目で中期アウリクラリア幼生を観察できた。

⑦，⑧ではこれら幼生の胃に内容物が観察されたが，⑨

では胃の内容物は観察されなかった。⑧の条件では更に

生育を続け，7 日目には幼生の後側突起の部位に球状体

が 1対観察され，9日目には 5対の球状体をもつ，後期

アウリクラリア幼生に成長した。⑧の条件ではその後，

変態を遂げ，ドリオラリア（doliolaria）幼生，そしてペ

ンタクツラ（pentactula）幼生を観察することができた。

　今回，抗生物質を入れた抗海水では中期アウリクラリ

ア幼生で発生が停止したことから，マナマコの幼生の飼

Fig. 3　Normal development of sea cucumber (Stichopus japonicus Selenka)

1, immature egg.  2, 1-cell (1st polar body).  3, 1-cell (2nd polar body).  4, 2-cell.  5, 4-cell.  6, 8-cell.  
7, 16-cell.  8, 32-cell.  9, 64-cell.  10, 128-cell.  11, 256-cell.  12, late blastula.  13, hatching blastula.  14, 
early gastrula.  15, 16, mid gastrula.  17, late gastrula.  18～ 20, early auricularia.  18, 2-day.  19, 20, 3-day.  
21～ 27, mid auricularia.  21, 22, 4-day.  23, 5-day.  24, 25, enlargement of larval spicule.  26, 6-day.  27, 
7-day.  28, 29, late auricularia.  28, 9-day.  29, 11-day.  29 ～ 32, late auricularia during metamorphosis.  
33, doliolaria.  34, doliolaria during metamorphosis.  35, pentactula.  36, late pentactula.  an: anus.  arch: 
archenteron.  bt: buccal tentacle.  dp: dorsal pore.  eb: elastic ball.  fe: follicular epithelium.  gv: germinal 
vesicle.  hyd.c: hydrocoel.  in: intestine.  l.ent.c.: left enterocoel.  o: mouth.  os: oesophagus.  pc: pore canal.  
pt: primary tentacle.  r.ent.c: right enterocoel.  st: stomach.  std: stomodaeum.  sp: larval spicule.  tf: tube 
foot.  18, 19, 21, 23, 26～30, ventral view.  20, 22, lateral view.  24, 25, dorsal view.  scale bar, 100μm; 
1～17, 18～ 22, 23 & 26～ 28, 29～32, same size. 
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育には抗海水は適さないことがわかる。ある種の海産生

物では，他の生物の繁殖を防ぐために抗生物質を入れた

海水で飼育することがあるが，変態過程が複雑なマナマ

コでは変態途中に与えられた抗生物質はむしろ変態に影

響を及ぼすと考えられる。

　飼料として珪藻類の Chaetoceros gracilis 単独で飼育
した場合では，ドリオラリアへと変態させることはでき

なかった。また，TetraMin禾 baby 単独の場合も同様に

発生を進めることができなかった。一方，Chaetoceros 
gracilis と TetraMin禾 baby の混合飼料を用いた場合に
は，ペンタクツラ幼生まで生育を進めることができた。

飼育に用いた市販の熱帯魚・金魚用の餌（テトラミン　

ベビー）は稚魚期の発育に必要な栄養素が強化されてお

り，この主原料はフィッシュミール，穀物，イースト等

である。今井らは無色鞭毛虫Monas sp.を用いてナマコ
の人工飼育に成功している（6）が，これらの無色鞭毛

虫は入手しにくい。今回，市販の餌と Chaetoceros 
gracilis を用いた混合飼料を使うことで，マナマコの幼
生飼育を可能にした。今後，ナマコのみならず海産生物

（棘皮動物，二枚貝類等）の幼生飼育に混合飼料が応用

できるものと考える。

摘　　　　要

　これまでの報告データを基に，陸奥湾のマナマコの産

卵時期は 5月から 8月の長期にわたること，人工的産卵

誘発に適する時期は 5月末から 6月上旬であることを示

した。餌として珪藻類の Chaetoceros gracilis と市販の
熱帯魚の餌（テトラミン ベビー）を用い，低密度

（1m狩当たり 1 匹）で飼育することにより，小規模な実

験室でも稚ナマコまで発生を進めることを可能とした。

マナマコの採卵，受精，初期発生，幼生変態までの一連

の発生過程を追跡し，発生段階表を作成した。
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Normal development and artificial breeding of sea cucumber
（Stichopus japonicus Selenka） from Mutsu Bay
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SUMMARY

　　We indicated that the breeding season of Stichopus japonicus Selenka living in Mutsu Bay is from May 
to August based on the analysis of several reports.    The adult sea cucumbers transferred from cool sea 

water （10℃） to warm sea water （20℃） started ejaculation and spawning within an hour. In the artificial 

induction, the best season may be during the end of May to the first ten days of June, because of the 

large number of mature eggs were collected from an adult sea cucumber.    The number is about 3,000,000 

eggs per individual.    The normal development was as follows:（1）blastula:（13hrs after fertilization）, 
（2）gastrula:（19-30 hrs）,（3）auricularia:（2-9 days）,（4）doliolaria:（15-16 days）,（5）pentactula:（18-22 

days）.    When sea cucumber larvae were bred in the condition added Chaetoceros gracilis and commercial 
tropical fish food （TetraMin禾 baby） at low density （a larva /ml） in filtration sea water, they grew up into 

juvenile sea cucumbers.    In this paper we reported the table of the stages in the normal development 

of sea cucumber, Stichopus japonicus Selenka under such conditions at 20℃.
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Introduction

　　The cell walls of fruit flesh are composed of a mixture of polysaccharides, e.g. pectic, hemicellulosic 

and cellulosic polymers.   It is important for cell wall structural studies that the cell wall components isolated 

by enzymatic degradation and chemical extraction reflect the composition of the wall （6）.   In our laboratory, 

alcohol insoluble solid （AIS） obtained from fruit flesh have been used extensively to investigate the structures 

and functions of the polysaccharides from the cell walls.   Pectic farctions are normaly extracted with water, 

chilating reagent and hydrochloric acid, successively （7）.   Recently, as the chilating reagent, CDTA （10, 

11, 4） or EDTA （7, 9） heve been used for the extraction of pectic polymers, followed by Na2CO3.   For 

the extraction of hemicellulose, KOH was used （10, 11, 1, 7,4, 9） in many studies.
　　In the investigation of the enzymatic degradation and the function of cell wall pectic polymers, the 

chilating reagent, hydrochloric acid or Na2CO3 remaining in the extracted solutions affected the following 

reactions, even though dialysis had been carried out to remove them.   To avoid such effects, in this study, 

we attempted to compare the effect of the extraction with water and hot water, followed by the extraction 

with EDTA and HCl, succesively.
　　Pectins consist of uronic acids and neutral sugars.   In fruit flesh, pentose （arabinose, xylose, rhamnose 

and fucose） and hexose （galactose, glucose and mannose） are inclused as the components of pectic and 

hemicellulosic fractions （5）.   Because in pome fruits, stone fruits, and berries, the total amount of pentoses 

is higher than that of hexoses （5）, in this study, uronic acid and pentose content was measured in pectic 

fractions.
　　In addition, in this study, we attempted to determine if the amount and/or type of pectic polymers 

solubilized from AIS were affected by the extrtaction temperature with water  prior to the extarction with 

EDTA and HCl.

Materials and Methods

Fruit materials

　　Mature fruits grown at Fujisaki Farm, Hirosaki University; apple （Malus pumila Mill. Var. domestica 
Schneid）, Japanese aplicot （Prunus mume Seib. E. Zicc.）, red raspberry （Rubus idaeus L.）, gooseberry （Ribes 
grossularia L.）, blackcurrant （Ribus nigrum L.） and redcurrant （Ribus vulgare Lam.）; were harvested during 
the commercial harvest period.
　　Kiwifruit （Actinidia chinensis Planch.）, pineapple （Ananas comosus Merr.）, papaya （Carica papaya L.）, 
melon （Cucumis melo L.）, water melon （Citrullus lanatus Matsum. et Nakai） avocado （Persea americana Mill.）, 
cherry （Prunus avium L.）, loquat （Eriobotrya japonica Lindl.）, peach （Prunus percica Batsch var. vulgalis 
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Maxim.）, plum （Prunus salicina Lindl.）, strawberry （Fragaria x ananassa Duch.）, orange （Citrus sinensis 
osbeck）, lychee （Litchi chinensis Sonn.）, and garpes （Vitis labrusca L.×Vitis vinifera L. cv. Delaware and 
Kyoho） were purchased through a market.
　　Mango （Mangifera indica L.）, durian （Durio zibethinus Murr.）, papaya （Carica papaya L.）, mangosteen 
（Garcinia mangostana L.） and rambutan （Nephelium lappaceum L.）, were collected and extarcted in Chiang 
Mai University of Thailand.   These fruits were classified into thirteen families depending on plant taxonomy 
（Table 1）.   Five replicates of each fruit were sampled and analysed individually, except small fruits, for 

which about 30g of flesh were collected as one sample and five replicates were prepared.

Extraction and analysis of pectic substances

　　Peel, seeds and core of the fruit were removed and flesh was stored －20℃ until the extraction was 

carried out.   Frozen flesh was extracted several times with 80％ methanol at 70℃.   Alcohol extract and 

residue was separated by filtration.   In avocado and durian, the residue were extracted with acetone to 

remove lipid （2）.   The residue was lyophilized and pulverized after the dry weight （alcohol insoluble 

solid: AIS） was weighed.   The cell wall pectic substances in AIS of flesh were extracted with water 
（20℃, 2H×3 times） or hot water （100℃, 2h×3 times）.   Uronic acid and pentose contents in water and 

hot water fractions were determined with the m-hydroxydiphenyl method （3）, and orcinol method （8）, 

respectively.
　　Six kinds of fruit （mango, durian, papaya, apple, Japanese apricot, and strawberry） were selected from 

these 25 fruits and the residues of water or hot water fractions were extracted successively with EDTA 

25 25

Family Fruit Water fraction Hot water fraction

Uronic Pentose Total P/U+P（%） Uronic Pentose Total P/U+P（%）

Actinidiaseae Kiwifruit 117.8 41.0 158.8 25.8 155.6 60.7 216.4 28.1
Anacardiaceae Mango 225.8 64.1 289.9 22.1 263.7 57.5 321.2 17.9
Bromeliaseae Pineapple 14.2 10.8 25.0 43.2 37.6 48.4 86.0 56.3
Bombacaceae Durain 74.6 37.7 112.3 33.6 125.8 36.1 161.9 22.3
Caricaseae Papaya 233.9 77.9 311.8 25.0 272.6 70.9 343.5 20.6
Cucurbitaceae Melon 107 54.8 161.8 33.9 175.5 79.1 254.6 31.1

Watermelon 48.2 69.0 117.2 58.9 97.4 62.5 159.9 39.1
Cuttiferae Mangosteen 86.5 34.5 121.0 28.5 177.2 68.1 245.4 27.8
Lauraceae Avocado 61.6 53.6 115.2 46.5 76.3 54.7 131.0 41.8
Rosaseae Apple （Fuji） 86.1 60.8 146.9 41.4 210.7 105.1 315.9 33.3

Cherry 105.1 68.0 173.1 39.3 169.0 107.2 276.2 38.8
Japanese apricot 77.9 47.1 125.0 37.7 220.4 122.8 343.2 35.8
Loquat 80.1 42.7 122.8 34.8 128.6 57.7 186.3 31.0
Peach 145.8 49.9 195.7 25.5 234.1 74.1 308.3 24.0
Plum 101.5 64.73 166.3 38.9 247.6 111.9 359.5 31.1
Raspberry 38.6 17.0 55.6 30.6 60.6 27.2 87.8 31.0
Strawberry 114.6 61.8 176.3 35.0 252.5 90.0 342.5 26.3

Rutaceae Orange 156.7 50.1 206.8 24.2 276.0 74.2 350.2 21.2
Sapindaceae Lychee 92.1 30.8 123.0 25.1 197.9 67.1 265.0 25.3

Rambutan 59.0 41.5 100.4 41.3 128.4 66.2 194.5 34.0
Saxifragaseae Blackcurrant 90.6 22.7 113.3 20.1 118.8 33.6 152.5 22.1

Gooseberyy 140.2 64.1 204.3 31.4 252.7 85.4 338.1 25.3
Redcurrant 100.6 30.5 131.2 23.3 202.6 52.6 255.1 20.6

Vitaceae Grape （Kyoho） 65.5 24.8 90.3 27.5 113.1 31.6 144.8 21.9
Grape （Delawar） 84.6 30.9 115.5 26.8 136.5 37.0 173.5 21.3

　P/P+U=（Pentose/Uronic acid＋Pentose）×100

Table 1.　Uronic acid and pentose contents in water and hot water soluble fractions Extracted from 
alcohol insoluble solid in flesh （mg/g AIS）
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（20℃, 2h×3 times） and 0.05M HCl （85℃, 1h×3 times）.   Uronic acid and pentose contents in these fractions 

were determined as above.

Gel permeation chromatography

　　Water or hot water fractions from AIS was applied to a Cellulofine GCL-2000-m column （18×400mm） 

equibrated with 0.1％ NaCl.   Elution was caried out with 0.1％ NaCl, at the flow rate of 0.3ml/min.   

The eluate was fractionated every 3ml.   Uronic acid and pentose contents in each eluted fraction were 

determined as above.

Results and Discussions

1 ．Uronic acid and pentose contents in water and hot water soluble fractions.

　　Uronic acid content in hot water fractions were higher than those in water fraction in all 24 kinds 

of fruits （Table 1）.   The differences in the uronic acid content between water and hot water fractions 

were apparently bigger in apple, Japanese aplicot, plum, strawberry, lychee and gooseberry.
　　Pentose contents in the hot water fractions were comparatively higher than those in the water fractions 

in most fruits, with the exception of kiwifruit, pineapple and blackcurrant.   The differences in the pentose 

contents between water and hot water fractions were comparatively bigger in pineapple, mangosteen, apple, 

Japanese aplicot, plum and gooseberry.   No relationship was found between the taxonomical classification 

and uronic or pentoses contents in water and hot water fractions.
　　These results showed that hot water was more effective than water insolubilizing pectic polysaccharides.

2．Uronic acid and pentose contents in water or hot water, EDTA and HCl fractions.

　　As hot water fraction included much more pectic polymers than water fraction （Table 1）, uronic acid 

and pentoses contents in EDTA and HCl fractions were determined, using six kinds of fruit （Table 2）.   

The data of uronic acid and pentose contents in water （C-WSP） and hot water （H-WSP） farctions in 

Table 2 were same as those in Table 1.
　　In EDTA fraction after the extraction with water （C-ESP）, uronic acid content in most fruits except 

Japanese aplicot was higher than after the extraction with hot water （H-ESP）.   But pentose content in 
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Content Fruit Water fraction Hot water fraction

C-WSP C-ESP C-HCP Total H-WSP H-ESP H-HCP Total

Uronic acid Mango 225.8 42.2 30.7 298.6 263.7 24.7 7.4 295.8
Durian 74.6 17.7 33.1 125.4 125.8 13.6 11.1 150.5
Papaya 233.9 103.8 20.6 358.4 272.6 71.5 5.0 349.2
Avocado 61.6 10.8 6.7 79.1 76.3 8.7 2.7 87.7
Apple 86.1 57.3 84.0 227.5 210.7 44.4 30.7 285.9
Japanese apricot 77.9 24.4 179.3 281.6 220.4 40.0 23.3 283.7
Strawberry 114.6 81.6 68.4 264.6 252.5 58.6 20.6 331.7

Pentose Mango 64.1 13.2 17.0 84.3 57.5 6.2 7.2 70.9
Durian 37.7 1.5 14.7 53.9 36.1 1.7 6.1 44.0
Papaya 77.9 8.5 9.8 96.2 70.9 9.3 4.1 84.2
Avocado 53.6 5.9 33.4 92.9 54.7 7.9 16.1 78.8
Apple 60.8 4.0 92.8 157.7 105.1 7.4 21.0 133.6
Japanese apricot 47.1 9.5 129.4 186.0 122.8 19.4 17.7 159.9
Strawberry 61.8 11.5 35.7 109.1 90.0 6.0 11.6 107.6

Table 2.　Uronic acid and pentose contents in water or hot water, EDTA and HCl soluble fractions 
from alcohol insoluble solid （mg/g AIS）

W. KUMPOUN and Y. MOTOMURA



C-ESP was higher than in H-ESP only in strawberry and mango.
　　In hydrochloric acid soluble fraction after the extraction with hot water and EDTA （H-HCP）, both 

uronic acid and pentose contents were remarkably lower than in the fraction after the extraction with water 

and EDTA （C-HCP）.
　　Total amounts of uronic acid （H-Total） in hot water （H-WSP）, EDTA （H-ESP） and HCl （H-HCP） 

farctions were distinctly higher than the total amount （C-Total） of water （C-WSP）, EDTA （C-ESP） and 

HCl （C-HCP） soluble fractions, in all 6 fruits.   Similarly, total amount of pentoses （H-Total） in hot water 
（H-WSP）, EDTA （H-ESP） and HCl （HCP） fractions were lower than the total amount of them （C-Total） 

in water, （C-WSP）, EDTA （C-ECP） and HCl （C-HCP） fractions.
　　These results showed that by the extraction with water at high temperature, the polymers including 

more uronate in C-HCP could be solubilized, resulting in the increase of pectic polymers in hot water fraction 
（H-WSP）.

3．Percent distributions of uronic acid and pentose in each extracted fraction.

　　Among the extracted components, percentages of uronic acid and pentoses in H-WSP were remarkably 

higher than in C-WSP, while the percentage of hydrochloric acid soluble component in H-HCP was lower 

than that in C-HCP （Table 3）.
　　In usual procedures for the extraction of pectic substances, polymers soluble in hydrochloric acid are 

extacted by heating at 85℃, after the extraction with water and EDTA.   From the results shown in Tables 

2 and 3, it is conceivable that the polymers in HCl fraction （C-HCP） could include two groups of polymers, 

which are hot water soluble fraction and hot HCl soluble fraction. 

4．Relative ratio of uronic acid and pentose in each fraction.

　　Pectic compounds were constituted with uronate polymers as the main chain, rhamnose are inserted 

in the uronate polymers, and neutral sugars attached to the rhamnose residue, forming the side chain in 

the pectin molecules.   Every pectic polymer includes uronic acid （and/or its derivatives） and neutral sugars 

in different ratio, by fruit species, stage of growth, maturation and ripening.   The ratio of uronic acid 

and neutral sugars in each pectic fraction could be a clue to investigate the type of pectic polymers.   

Based on this idea, the percentage of pentose in the amount of uronic acid and pentose was calculated 

and expressed as the pentose ratio （Table 4）.
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Component Fruit Water fraction Hot water fraction

C-WSP C-ESP C-HCP H-WSP H-ESP H-HCP

Uronic acid Mango 75.6 14.1 10.3 89.1 8.4 2.5
Durian 59.5 14.1 26.4 83.6 9.0 7.4
Papaya 65.3 29.0 5.8 78.1 20.5 1.4
Apple 37.8 25.2 36.9 73.7 15.5 10.7
Japanese apricot 27.7 8.7 63.7 77.7 14.1 8.2
Strawberry 43.3 30.9 25.9 76.1 17.7 6.2

Pentose Mango 68.0 14.0 18.0 81.1 8.8 10.1
Durian 70.0 2.8 27.2 82.1 3.9 14.0
Papaya 81.0 8.8 10.2 84.2 11.0 4.8
Apple 38.6 2.5 58.9 78.7 5.6 15.7
Japanese apricot 25.3 5.1 69.6 76.8 12.1 11.1
Strawberry 56.7 10.6 32.8 83.6 5.6 10.8

Table 3.　Percent distribution of uronic acd and pentoses to water or hot water, EDTA and HCl 
soluble fractions （%）
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　　Pentose ratio in C-WSP and H-HCP were higher than in H-WSP and in C-HCP, respectively, in most 

fruits.   Among C-ESP and H-ESP, no difference was detected.
　　Compared to Table 1, pentose ratios of C-WSP and H-WSP from 24 kinds of fruits showed similar 

tendencies.   Between the pentose ratio in C-WSP and H-WSP, significant （0.01％） difference in the statistical 

analysis was detected （Table 1）.
　　It is conceivable that by heating water with AIS at the first step of the extarction, pectic polymers 

with comparatively higher amount of uronate can be solubilized.

5．Distribution of molecular size in water and hot water soluble fractions.

　　The profile of gel permeation chromatography construcrted by uronic acid content （Fig. 1） was roughly 

similar.   One peak was detected in both of C-WSP and H-WSP, in all fruit.   In both of C-WSP and 

H-WSP soluble fractions, most of the polymers were eluted in the fractions 12-30, but the elution profile 

of H-WSP seemed to sift to low molecules compared with C-WSP.
　　In pentose, the elution profiles were different shape by fruits species.   This result showed that the 

neutral sugar side chains of pectic polymers were different by fruit.   The elution profiles of H-WSP indicated 

that the polymers with smaller size were included compered with those in C-WSP.   In all fruits, the profiles 

seemed to include two peakes more or less, and the retantion volume of the former peak was corresponded 

to that of uronic acid.   However, we could not know whether the pentoses were linked to the uronate 

polymer or not.
　　From these results, H-WSP can be used for the investigtion on the enzymatic degradation and on the 

function of the pectic polymers from plant cell wall, because it has the advantage of not requiring removal 

of the chilating reagent and HCl from the extracted solutions.

Summary

　　Using 24 kinds of fruits, in the procedure for the extraction of pectic polymers from alcohol insoluble 

solid （AIS） in fruit flesh, amount and type of pectic substances in water and hot water extracts were compared.   

Amount of uronate and pentose contents in hot water fraction were apparently higher than those in water 

fraction, in all fruits analyzed in this study.   Using six kinds of fruit, after the extraction with water or 

hot water, pectic polymers were extarcted with EDTA and HCl successively.   In HCl fraction after hot 

water extraction, amounts of uronate and pentose contents were apparently lower than in the fraction after 

the extraction with water.   The percentage of pentose in the amount of uronic acid and pentose were 

higher in the water fractions than in the hot water fractions.   From these results, by heating with water 

in the first step of extraction, polymers included much more uronate were solubilized compared with water 

extraction.   A part of pectic polymers in HCl fraction （after the extraction with water and EDTA）, seemes 

to be solubilized by heating during extraction.   Hot water fraction from AIS can be used for the investigations 
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Fruit Water fraction Hot water fraction

C-WSP C-ESP C-HCP Total H-WSP H-ESP H-HCP Total

Mango 22.1 23.8 35.7 24.0 17.9 20.1 49.3 19.3
Durian 33.6 7.9 30.7 30.1 22.3 11.3 35.7 22.6
Papaya 25.0 7.6 32.1 21.2 20.6 11.5 44.8 19.4
Apple 41.4 6.5 52.5 40.9 33.3 14.3 40.6 31.8
Japanese apricot 37.7 28.0 41.9 39.8 35.8 32.7 43.1 36.0
Strawberry 35.0 12.4 34.3 29.2 26.3 9.3 36.1 24.5

Table 4.　Relative ratio of pentose to the amount of uronic acid and pentose in each fraction （%）

W. KUMPOUN and Y. MOTOMURA



of the enzymatic degradation and the function of the pectic polymers with the advantage of not requiring 

to removal of the chilating reagent and HCl from the extracted solutions.
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Fig. 1　Profiles gel permiation chromatography of water and hot water fractions, determined by uronic 
acid and pentose contents.
―◇―　Water fraction,　　―□―　Hot water fraction.
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多種類の果実細胞壁から水または熱水で抽出した
ペクチン性多糖類の比較

KUMPOUN　Wilawan・元村　佳恵

植物エネルギー工学講座

　果肉からペクチン性多糖類を水で抽出するにあたっ

て，抽出温度の違いが抽出される多糖類の構成に及ぼす

影響の有無を検索することを目的として，植物分類上，

１３科に属する２4種の果実の果肉を用いて，アルコール不

溶性固形物を水または熱水で抽出し，得られた多糖の量，

それぞれの画分に含まれるウロン酸およびペントースの

量的な比率の比較を行った。用いたすべての果実で，熱

水画分のウロン酸含量は水画分のウロン酸よりも明らか

に多く，両画分の差が特に大きかったのは，リンゴ，ウ

メ，スモモ，イチゴ，オレンジ，レイシ，およびグズベ

リーであった。熱水画分のペントース含量は水画分より

やや多く，両画分の差が比較的大きかったのはパイナッ

プル，マンゴスチン，リンゴ，ウメ，スモモ，およびレ

イシであった。

　水または熱水抽出後の不溶性残さをEDTA，HClで順

次抽出したところ，水抽出後の塩酸画分に比べて，熱水

抽出後の塩酸可溶性画分が著しく少なかった。水抽出後

に塩酸で抽出される画分の一部が熱水で抽出されること

から，水抽出後の塩酸画分には，熱水可溶性画分と熱塩

酸可溶性画分が含まれていると推定された。熱水で抽出

される多糖類は水で抽出される多糖類よりもペントース

に対するウロン酸の割合が高かった。また，ゲルろ過の

結果から，熱水で抽出される多糖類と，水で抽出される

多糖類とは，中性糖の分子量分布に違いがあることが明

らかにされた。
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Introduction

　　Aspergillus spp. are widely spread plant pathogens.   In several kinds of fruit, especially in apple and 
peach, aspergillus rot is one of the postharvest desease in fruit, but the infection mechanism is not known.   

The degradation of cell walls by pathogens is significant in primary infection and afterinfection, and plays 

an important role in the advancement of mycelium into the host plant and the appearance of symptoms 
（11）.   Studies on the fruit softening in this field often have dealt with the enzymological and molecular 

biologocal investigations.
　　Plant cell walls are mainly composed of polysaccharides, e. g. pectic and hemicellulosic polymers, cellulose 

and phenolic polymers such as lignin.   Phytopathogens can infect the host plant by degrading the cell 

wall components and invading the tissues and cells.   Concerning the relationship between the pathogenicity 

of fungus and cell degrading enzymes, reports have been made on pectinases （3）, cellulases （11）, and 

some glycosidases （3, 11）, which can degrade cell wall polysaccharides.   But the results showed that 

the pathogenicity was not always proportional to the enzyme activity.   Although cell wall polysaccharides 

include different components and their linkages are also various, there have been few studies from the 

viewpoint of the variation of polysaccharides.
　　For the extraction of pectic polyｍers in plant cell walls, water, EDTA or CDTA, HCl or Na2CO3 

were used generally （6）.   In a previous paper （4）, we analysed the pectic components in water and hot 

water extracts of cell wall pectic polysaccharides with the objection to obtaine the substrate, which does 

not include chemical reagents as above, for the enzyme reaction.   It was found that the hot water extract 

included most of the pectic components （except pectic polymers soluble in chilating reagents） of cell wall 

polysaccharides in fruit flesh, which is consists maily of primary cell wall.
　　Several reports suggested that the pectinase, cellulase and some β-glycosidase could be involved in 

the pathogenicity of this fungus.   Prectically, pectinase produced by this fungus have been saparated and 

used for the clarification of fuit juice industrially.   It is one of the important enzymes to develop the aspergillus 

rot on some fruits, resulting in the fruit softening and collapse of the flesh tissue by degrading cell wall 

pectic polymers.
　　In this report, we compared the degrading activity of pectinase from Aspergillus niger on the hot water 
extract from various fruits.   The objection of this study was to show that the difference in pathogenisity 

by pectinase could be caused by the components of host plant, from the viewpoint of the difference in 

the substrate polysaccharides.
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Materials and Methods

Fruit materials

　　Mature fruits grown at Fujisaki Farm, Hirosaki University; apple, Japanese apricot, raspberry, gooseberry, 

blackcurrant, and redcurrant; were harvested during the commercial harvest period.
　　Kiwifruit, pineapple, melon watermelon avocado, cherry, loquat, peach plum, strawberry, orange, lychee, 

and two cultivars of grapes were purchased hrough market.
　　Mango （immature and mature）, durian, papaya （immature and mature）, mangosteen, and rambutan 

were collected and extracted with 80％ methanol at Chiang Mai University, Thailand.
　　Five replications of fruits were sampled and analysed individually.   For the sampling of small fruits, 

about 30g of flesh were collected as one sample and five replicates were prepared.

Enzyme

　　Pectinase SS, saparated from the culture broth of the incubation of Aspergillus niger, and partially purified 
enzyme was supplied by Yakult Reagent Industry Co. Ltd.   This enzymeis for the clerification of fruit 

juice in the industrial production.   It included mainly pectinase, but some glycosidases were alo included.

Extraction and analysis of pectic substances

　　Peel, seeds and core of the fruit were removed and flesh was stored －20℃ until the extraction was 

carried out.   Frozen flesh was extracted several times with 80％ methanol at 70℃, alcohol insoluble residue 

was collected.   The alcohol insoluble residues of the fruits collected in Thailand were carried to Hirosaki 

University, and analysed thereafter.   In avocado and durian, the residue was then extracted with acetone 

to remove lipids.   The residue was liophylized and pulverized after dry weight was measured （alcohol 

insoluble solid: AIS）.   The cell wall pactic substances in AIS of flesh were extracted with hot water 
（100℃, 2h×3 times）.   Uronic acid and pentose contents were determined with the m-hydroxydiphenyl 

method （1）, and orcinol method （5）, respectively.

Enzyme reaction

　　A part of hot water extract of AIS, acetate buffer （pH 4.5） and 0.01％ Pectinase SS （dissolved in the 

same buffer） were mixed and incubated at 30℃ for 2 hrs.   Reaction was terminated by heating at 100
℃ for 10 min, the mixture was centrifuged and the supernatant was used for the analysis.   Acetate buffer 

was added instead of Pectinase SS solution to the control mixture.

Gel permeation chromatography

　　After uronic acid contents of the reaction mixture with or without pectinase SS were determined, a 

part of the reaction mixture including about 150-200mg of uronic acid was applied to a Cellulofine GCL-2000-m 
（Seilalaglu Corporation, Tokyo, Japan） column （18×400mm） equibrated with 0.1％ NaCl （7）.   Elution 

was carried out with 0.1％ NaCl isoclatically, at a flow rate of 0.3ml/min.   The eluate was fractionated 

every 3ml.   Uronic acid and pentose contents in each eluted fraction were determined as above.

Results and Discussion

１．Uronic acid and pentose contents in hot water extract

　　In the previous paper, the results of the determination of uronic acid and pentose in AIS base were 

reported （4）.   In this experiment, similar results were obtained （data are not shown）.
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2．Degradation of pectic polymers estimated by molecular size in each fruit

　　Total recoveries of uronic acid and pentose eluted from the cellulofine column were various by fruits, 

between 31-93％ in uronic acid, and between 19-63％ in pentose.   In comparison of uronic acid and pentose 

in each fruit, total recoveries were always higher in uronic acid than pentose.   This result may suggest 

that acidic sugars can be eluted comparatively easily.
　　In many fruits, decrease in molecular size of pectic and/or hemicellulosic polymers during ripening 

has been reported （8, 10）.   From the profiles of gel permeation chromatography, molecular size of the 

pectic polymers shifted to the comparatively smaller molecules by the incubation with Pectinase SS in most 

fruits, in both determinations by uronic acid and pentose （Table 1）.   Great shifts by enzyme treatment 

were obserbed in apple （Fig. 1（a））, Japanese apricot （Fig. 1（b））, and mango （immature and mature）.   

Little shift was shown in avocado, durian, grape, kiwifruit, loquat, lychee, melon （Fig. 1（d））, papaya 

33 33

Table 1.　Classification of fruits by degree of shift of peaks in profiles 
by gel permiation chromatography

Shifted over 5 fractions Shifted 2-4 fractions Not shifted

Apple Blackcurrant Avocado
Japanese aplicot Gooseberry Durian
Mango Cherry Grapes

Mangosteen Kiwifruit
Peach Loquat
Pineapple Lychee
Plum Melon
Raspberry Papaya
Redcurrant Rambutan
Strauberry
Watermelon

Fig. 1　Profiles of gel permiation chromatography of apple, Japanese aplicot, cherry and melon.   
Uronic acid and pentose were measured in each fraction.
◆ : Incubated without pectinase,　　× : Incubated with pectinase

Pectic polysaccharides in various fruits flesh



（immature and mature） and rambutan.   The other shift were between those two groups （Profiles of cherry 

were shown in Fig. 1（c））.   In Fig. 1, the profiles of the examples in these three groups; apple, Japanese 

apricot, cherry and melon were shown.
　　The various degree of degradation of pectic polymers by the incubation with Pectinase SS in different 

fruits suggest that the different rate of decrease in the molecular size could be caused by the difference 

in substrate polymers.
　　It is known that apple and peach were damaged easily through the infection of Aspergillus spp., showing 
the symptoms of aspergillus rot.   In peach, however, the rate of degradation by treatment with this enzyme 

was not so severe.   Cell wall components may affect on the enzyme acivity, or the other factors could 

be involved in the development of the symptoms.

3．Effect of maturity of fruit on the degradation of pectic polysaccharides

　　The possible factors affecting to the degradation of cell wall polysaccharides include species （2）, cultivar, 

maturity, ripening （9, 13, 14）, texture, and cell wall ccomponents and their composition （2, 6, 12）.   To 

check the differences in maturity, the profiles of immature and mature fruits of mango and papaya were 

compared （Fig. 2）.   Profiles of both immature and mature mangoes shifted greatly to the low molecular 

side （Fig. 2a, 2b）, while in papayas both showed little shift.   The results suggested that the easiness 

of the degardation of pectic components soluble in hot water seemed to be affected very little by maturity.   

Components, composition （12） and linkages of them in fruit flesh （7） were considered to be specific by 

plant species.   In our experiment with apple fruit, however, the maturity was an important factors affecting 

the softening of flesh by this enzyme （unpublished）.   On the difference between apple and these fruits, 

we presumed that the changes in the texture of the flesh during maturation and ripening could be important.
　　For the investigation of the susceptitity of fruits to fungus, both of the enzymes derived from the fungus 

and characteristics of cell wall polysacchrides specific in each fruit species should be involved.
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Fig. 2　Profiles of gel permiation chromatography of immature and mature fruits of mango and papaya.   
Uronic acid and pentose were measured in each fraction.
◆ : Incubated without pectinase,　　× : Incubated with pectinase

W. KUMPOUN and Y. MOTOMURA



Summary

　　Aspergillus rot is one of the postharvest deseases caused by infection of Aspergillus spp.   Susceptibility 
of the cell wall pectic compounds soluble in hot water to the pectinase derived from Aspergillus niger was 
surveyed using 24 kinds of fruits.   Degree of the degradation of cell wall pectic polymers was estimated 

by the shift of the peaks in the profiles of gel permeation chromatography.   In apple, Japanese apricot 

and mango, pectic polysaccharides were degraded greatly with great shifts of the peakes, while in avocado, 

durian, grapes, kiwifruit, loquat, lychee, melon, papaya and rambutan, little shift was detected.   The shift 

in other fruits were between those.   In mango and papaya, the effect of pectinase treatment in immature 

and mature fruits were compared.   Regardless of maturity, peaks in the profiles of mango shifted greatly, 

while in papaya the shift were small.   The relationship between specificity of structure of cell wall 

polysaccharides by fruit species and susceptibility to pectinase was discussed with the reference to the 

factors affecting it.
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Aspergillus nigerのペクチナーゼによる各種果実細胞壁の
ペクチン性多糖類の分解

クンポウン・ウィラワン・元村　佳恵

植物エネルギー工学講座
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　リンゴやモモの貯蔵病害の一つとして，Aspergillus菌

によるコウジカビ病が知られている。本報では，24種類

の果実の果肉から熱水で抽出したペクチン性多糖類に，

Aspergillus　niger由来のペクチナーゼを作用させ，そ

の前後の多糖類の分子量分布をゲル濾過によって分析し

た。得られた溶出パターンの中でピークの変化の程度に

よって，ペクチン分子のペクチナーゼによる分解の難易

を比較した。リンゴ，ウメ，マンゴーではピークの低分

子側への変化が大きかったが，アボカド，ドリアン，ブ

ドウ，キーウィー，ビワ，メロン，ライチー，パパイヤ　

及びランブータンでは変化が小さかった。マンゴーとパ

パイヤの未熟果と成熟果のペクチン性多糖類のこの酵素

による分解性を見たところ，成熟段階に関わらず，マン

ゴーでは分子量の減少が大きかったが，パパイヤではほ

とんど変化が見られなかった。ペクチン性多糖類の同一

酵素による分解性に差異が生じる原因について，細胞壁

多糖の組成や構造の種特異性などの可能性を考察した。

弘大農生報　No. 4：31 ― 36，2001

W. KUMPOUN and Y. MOTOMURA
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緒　　　　論

　豪雪地域において，雪は年間の降水量の一部として考

えた場合には必要不可欠であるが，莫大な除雪費用等の

降雪によるマイナス経済効果のが大である。しかし，雪

が有している冷熱エネルギーを利用することができれ

ば，現在の冷蔵システムに要する冷媒や電源に代わり，

非常にコストの低い冷蔵システムを備えることが可能で

ある。最近になって，各地域で実際に利雪型冷蔵システ

ムを利用した雪室による食品素材や加工食品類の貯蔵あ

るいは付加価値を高めた食品の開発が盛んに試行されて

きている（1，2）。しかし，農産物の低温貯蔵について，

室温と比べた場合は別として，一般的に使用されている

冷蔵システムと比較した場合の雪室の有効性や欠点は完

全に解明されていない。また，上記 2種類の冷蔵システ

ムで長期間，農産物を貯蔵して，その物性や栄養成分を

詳しく比較している例もまだ少ない状況にある。さら

に，各地域の雪室構造やシステムが異なるために，それ

ぞれの試験測定値を比較することは不可能である。本研

究では，青森県内で生産される 6種類の農産物を雪室と

一般的に使用されている大型冷蔵室でそれぞれ貯蔵し，

各々の試料の物性や栄養成分の変動を比較することで，

青森県における利雪型農産物貯蔵システム確立に結びつ

く基礎知見を収集した。

材 料 と 方 法

1．貯蔵農産物

　試料は，青森県平賀町で同場かつ同日に採取した同じ

ロットのハクサイ，キャベツ，ダイコン，ニンジン，ト

マトおよびホウレンソウを平賀町農協より購入して貯蔵

した。

2．貯蔵方法

　試料は青森県平賀町のエコ農産みちのく雪室および

JA 平賀集出荷所の低温冷蔵室でそれぞれ貯蔵した。各

試料の入庫は平成 11 年 10 月 28 日に行い，以後，平成

12年 1月 24日まで経時的に貯蔵した試料の物性と栄養

雪冷房方式低温貯蔵システムを使用した農産物貯蔵の基礎調査

中村　信吾・長田　恭一

生体機能工学講座

（2001年10月22日受付）
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成分を分析した。雪室での野菜類保存は，各試料を別々

にケースに入れた後に，それぞれを分別して 3段の保存

台上で保蔵した。なお，貯蔵環境を調べるために，温湿

度測定計（おんどとり RH，ティアンドデイ社製）を用

いて冷蔵室内の温湿度を常時モニターした。

3．分析方法

　各試料の硬度はレオメーター（FUDOH NRM-1003A）

を使用し，No. 5-50の突き刺し型針を用いて 3Kg で加

圧して，突き刺す時の負荷力から算出した。測定した試

料については，ニンジンと大根は中心部から 2cm 厚に

輪切りにしたものを上部より，キャベツは半分に切断し

たものを外側と内側の両者から，トマトは上下部から突

き刺すことで測定した。

　水分は 105 ℃で 3 時間乾燥加熱する常圧加熱乾燥法

（3）で経時的に追跡した。

　ビタミン C濃度は HPLC分析法（4）で行った。すな

わち，試料50gより還元型ビタミンCを抽出し，日立高

速液体クロマトグラフ装置 655型を用い，分析カラムと

して Intertsil ODS-2（ジーエルサイエンス社，4mm ×

150mm），移動相は30mM KH2PO4（0.1mM Na2EDTA
を含む，流速，0.5ml/min），カラム温度は 50 ℃，検出

は 254nm（日立 638-41 型）の分析条件下で分離定量し

た。

　糖度は各試料から搾汁液を作成し，手持屈折計（アタ

ゴ 500型）を使用して測定した（5）。なお，測定値は室

温 20℃で補正した。

　トマトおよびニンジンの色素に関して，β－カロテン

は試料よりメタノールで抽出後，トマトのリコペン濃度

はメタノールでβ－カロテンを除去後，ベンゼンで抽出

し，それぞれメタノールあるいはベンゼン 10ml に溶解

させた後に，分光光度計（β－カロテン：451nm，リコ

ペン：487nm）を用いて測定し，各色素の吸光係数を

用いて算出した（6）。

　貯蔵中の色の変動は色彩色差計（ミノルタ CR-300）

を用いて測定した。
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結 果 と 考 察

1．貯蔵温度と湿度の変動

　図 1に示すように，温度変化は両システムともに比較

的小さかった。しかし，湿度変動は局所的ではあった

が，電気冷蔵システムの方が比較的大きいことを確認し

た。以上の結果から，温度と湿度に関しては，貯蔵シス

テムとして雪室は電気冷蔵システムと比較して何ら条件

的に問題がないものと思われる。

2．貯蔵物質の硬度変化

　各試料の固さは，図 2に示すように個体差が大きかっ

たために正確な見解を述べることは不可能であるが，ト

マトを除く各試料は，貯蔵期間が長くなるに従って硬度

が減少する傾向にあった。また，貯蔵の一時期ではある

が，トマトとダイコン貯蔵の中期，キャベツ貯蔵の後期

には，電気冷蔵と比べて雪室で保存した場合の方が固さ

が保持されやすい現象を認めた。この原因は，雪室の湿

度変動が比較的小さかったことが影響したのではないか

と考えられるが，冷蔵システムの違いと植物代謝に何ら

かの関係がある可能性もある。

3．貯蔵物質の栄養成分の変動

　各試料の水分濃度の変動を追跡した結果，水分濃度変

動に大きな差がなかった（図 3）。しかし，ダイコンと

トマトを除く 3種類の野菜類は，電気冷蔵よりも雪室で

貯蔵した方が水分の減少がわずかに抑えられる傾向に

図 1　雪室と電気冷蔵室の温湿度の変化

図 2　貯蔵野菜の硬度変化

　　　測定値＝6分析値の平均値±S.E.M.

あった。この現象も湿度変動の違いと何らかの関係があ

るのかもしれない。

　各試料のビタミンC濃度変動はそれぞれ異なった（図

4）。ハクサイは 2 種類の冷蔵貯蔵で大きな差は生じな

かったが，キャベツは電気冷蔵よりも雪室で貯蔵すると

ビタミンCは減少し易い傾向にあった。一方，ダイコン

とトマトは貯蔵最終日を除いて，電気冷蔵と比べて雪室

で貯蔵すると，ビタミン C 濃度が保持され易い傾向に

あった。冷蔵方法の違いによって生じた各試料のビタミ

ンC濃度変動の違いを生じさせた原因は不明であるが，

植物組織内の酸化還元系に及ぼす影響がそれぞれの冷蔵

システムによって変化するのではないかと予測される。

　糖度は，ニンジンとトマトの場合は両冷蔵法でも，わ

図 3　貯蔵野菜の水分変動

　　　測定値＝3分析値の平均値±S.E.M.

中村・長田
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ずかに減少する傾向にあったが，他の 3種類の野菜類は

ほぼ同じ濃度を保持した（図 5）。ニンジンの糖度保持

効果は電気冷蔵と比べて雪室で貯蔵した方が劣ったが，

ダイコンとトマトは雪室で貯蔵すると，糖度減少が抑え

られる傾向にあった。ハクサイとキャベツは両冷蔵貯蔵

間で差はなかった。一般的に，でんぷん質の少ない農産

物の糖度は貯蔵中に減少していくことが知られている

が，本実験で使用された試料では，糖度減少が比較的小

さかった。リンゴやバナナ等の様にでんぷん質の高いも

のを試料として調べることで，糖度変動と冷蔵システム

の関係をさらに調べていく必要があると思われる。

　トマトとニンジンのリコペンおよびβ－カロテンの両

濃度を調べたところ，トマトの両色素濃度は電気冷蔵よ

りも雪室で貯蔵すると高くなる傾向にあった（図 6）。

しかし，ニンジンのβ－カロテン濃度は電気冷蔵よりも

雪室で貯蔵すると低くなった。

　3 種類の野菜類の色彩変動は，図 7 に示すように，ト

マトの場合，貯蔵中に明度（L値）が減少し，赤色度の

増加（ a値が＋へ増大）が両冷蔵貯蔵で認められた。と

くに，この 2つの指標の変動は電気冷蔵と比べて雪室で

若干大きかった。 b値（＋方向は黄色の増大を，－方向

は青色の増大傾向を示す指標）の変動は両冷蔵貯蔵とも

に小さかったが，電気冷蔵の場合は初期に減少し，一定

レベルを保持したが，雪室保存の場合は貯蔵中期から減

少した。L値と a値の両変動とリコペンおよびβ－カロ

テンの両濃度の変動との間には相関する傾向があった

が， b値との関連については不明であった。

　ニンジンの場合，L値は雪室よりも電気冷蔵で貯蔵す

ると低くなり， a値および b値は雪室で貯蔵すると電気

冷蔵よりも明らかに高くなった。この結果は雪室と比べ

図 4　貯蔵野菜のビタミンC濃度変動
　　　測定値＝ 2分析値の平均値

図 5　貯蔵野菜の糖度変動

　　　測定値＝ 2分析値の平均値

図 6　貯蔵トマトおよびニンジンの lycopene と
β- carotene濃度の変化
測定値＝ 6分析値の平均値±S.E.M.

雪冷房方式低温貯蔵システムの基礎調査
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れ以上の物性と栄養成分の保持効果が確認できた。すな

わち，青森県においても，電気消費が少なく，冷媒を用

いない環境に配慮した利雪型貯蔵システムによる農産物

の貯蔵が有効であることが本研究の測定値から十分に予

測できる。

摘　　　　要

　農産物の雪冷房方式貯蔵システムを確立するために，

ハクサイ，キャベツ，ダイコン，ニンジン，トマトおよ

びホウレンソウを雪室と電気冷蔵庫で貯蔵し，各野菜類

の物性と栄養成分に与える影響を比較した。雪室と電気

冷蔵庫の温湿度に大きな差はなかった。電気冷蔵と比べ

て雪室貯蔵では，キャベツおよびダイコンの硬度は保持

され易い傾向にあった。ハクサイ，キャベツ，およびニ

ンジンの水分減少がわずかに抑えられた。ダイコンとト

マトのビタミンC濃度は電気冷蔵と比べて雪室貯蔵で保

持され易かった。ハクサイ，キャベツおよびダイコンの

糖度は雪室貯蔵でほぼ同じ濃度に保たれた。トマトのリ

コペンおよびβ－カロテン濃度は電気冷蔵と比べて雪室

貯蔵で高く，ニンジンβ－カロテン濃度は雪室貯蔵で低

くなった。以上のように 6種類の農産物を電気冷蔵と雪

室で貯蔵したところ，若干の物性や栄養成分の貯蔵変動

があるが，農産物の雪冷房方式貯蔵システムを使用した

貯蔵は可能であることが明らかとなった。
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て電気冷蔵室で貯蔵すると赤色および黄色度が強くなっ

て，明度が低下することを意味するが，β－カロテン濃

度の変動と相関していなかった。この点についてはさら

なる検討が必要である。

　一方，ホウレンソウのL値は雪室で貯蔵した場合，初

期は電気冷蔵の場合よりも低くなったが，後期には逆に

雪室よりも電気冷蔵で貯蔵した場合の方が高くなった。

a値は電気冷蔵の場合はほぼ同じレベルで推移したが，

雪室貯蔵では上昇する傾向にあり，電気冷蔵の場合より

も高くなった。 b値は a値で観察された現象の逆の傾向

にあった。これらの結果はホウレンソウを雪室で貯蔵す

ると電気冷蔵と比べてやや鮮やかな色彩になる傾向にあ

るのではないかと予想される。この結果の原因として，

クロロフィル等の色素の代謝と消長に対して冷蔵システ

ムの違いが何らかの影響を及ぼしたのではないかと考え

られる。

　平成 11 年度の弘前地域は記録的猛暑かつ暖冬の影響

で年度内は例年よりも気温が高い状況にあった。とく

に，貯蔵試験開始から終了期にかけては降雪量も異常に

低く，最高気温が 10 ℃を越える日も多かった。他の地

域に存在する利雪型貯蔵システムに比べると完成度が比

較的高い雪室ではあったため，外気温が高かったにも関

わらず，電気冷蔵とほとんど変わらないか，あるいはそ

中村・長田
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Basic Studies on Storage of Agricultural Products
Using Storage Room Cooled by Snow

Shingo NAKAMURA and Kyoichi OSADA

Laboratory of Food Science

SUMMARY

　　The aim of this study is to establish the storage room of agricultural products cooled by snow.   

The changes of physical properties and nutrition ingredient of stored vegetables in each storage room were 

compared after Chinese cabbages, cabbages, Japanese radishes, carrots, tomatoes, and spinets were stored 

in the storage room of cooled by snow or the electric refrigerator.   Significant differences in moisture 

and temperature between the two storage systems were not observed.   The hardness of cabbages and 

Japanese radish among examined vegetables tended to be held in the storage room cooled by snow.   

The decrease of the moisture level of Japanese cabbages, cabbages and carrot was slightly inhibited in 

the storage room of cooled by snow.   The vitamin C level of Japanese radishes and tomatoes tended 

to be held in the storage room cooled by snow compared to the electric refrigerator.   The sugar levels 

of Japanese cabbages, cabbages, and Japanese radishes was same in the two storage systems.   Lycopene 

and β- carotene levels were higher in tomatoes stored in the storage room of cooled by snow than in those 

stored in electric refrigerator, however, β- carotene level of carrots stored in the storage room cooled by 

snow was lower than that stored in the electric refrigerator.   Thus, the uncommon problem was not observed 

in storage of vegetables using the storage room cooled by snow, although the changes of physical properties 

and nutrition ingredient in vegetables stored in each storage systems were slightly different.   Therefore, 

the storage room of agricultural products cooled by snow may be available in an area of high snowfall.

Bull. Fac. Agric. & Life Sci., Hirosaki Univ. No. 4 : 37― 41, 2001

雪冷房方式低温貯蔵システムの基礎調査
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第 1章　緒　　論

1．研究の背景

　果実は，わが国で古来より嗜好品としてのほか健康食

品としての価値が認識され，食生活の中に確固たる地位

を築いてきた。近年の国内消費量は生食用と加工用合せ

て年間 800～ 900万トンで推移し，主食の米に迫る量と

なっている。このうち，国内生産量は約 400万トンであ

り，種目別にみるとうんしゅうミカン約 120万トンとリ

ンゴ約 100万トンの占める割合が高く，以下ナシ，ブド

ウ，カキがそれぞれ約 40，25，25万トンである（48）。

　一方，現在わが国の果樹農業は，栽培従事者の高齢

化，後継者不足，生産農家の減少等により労働力の確保

リンゴ収穫の機械化に必要なステレオ視システムの
開発に関する研究

高　橋　照　夫

地域環境計画学講座

（2001年10月5日受付）

が困難となりつつあるのに加え，輸入自由化や消費動向

の変化等による販売競争などで，極めて厳しい環境にお

かれている。果樹生産費調査（47）によると，果樹栽培

の 10 a当たり労働時間は 250～ 280時間で，生産費合計

に占める労働費の割合はミカンが約 65 ％，リンゴが

68 ％となっていて，水稲作などに比べ非常に高く，労

働時間及び労働費を削減することが，経営改善のみなら

ず地域の生産基盤を強化する上で重要な課題になってい

る。

　国内のリンゴ生産量の約半分を占める青森県ではこう

した状況を踏まえ，高品質を維持しながら省力，低コス

ト生産と軽労化を図るための方策として，園地整備やわ

い化樹栽培の普及とともに，剪定や摘果，防除，着色管

弘大農生報　No. 4 : 42 ― 108, 2001
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理，収穫などの作業について，多目的管理機，無人ス

ピードスプレーヤ，高所作業台の導入が奨励され，機械

化による生産性の向上が推進されている（1）。しかし，

労働時間の 40 ％前後を占める収穫作業では，機械化が

ほとんど進んでいないため，大幅な労働時間の削減は困

難な状況にある。

　収穫作業の機械化が進展しない主な理由は，一般に軟

質で傷つきやすい果実を，生食用としての外観や品質を

確保しつつ，枝葉等の障害物を避けて収穫するための柔

軟かつ高度な構造と機能を備えたシステムの開発が極め

て難しいことにある。また栽培農家の経営的制約を考慮

した経済性も要求される。それらの条件を満たす機械の

開発はこれまで全く不可能であった。しかし，近年電

子・コンピュータ技術の発達を基礎とした各方面での機

械化やロボット化技術の発展・普及に伴い，種々の果実

について収穫作業の自動化・ロボット化を試みる研究が

急速に増加している（22，51）。

　リンゴ果実収穫における機械化の発展段階は，表 1．1
に示すように，作業者の操作をかなりの部分で必要とす

る半自動化から自律的な収穫が可能な全自動化まで種々

予想される（21，52，74）。自動化を前提とした開発に

当たっては，そうした段階のいずれにおいても，前述の

条件に加え， a）自然光環境下で広い果樹園の中から多

数の果実を識別し，それらの位置を特定する能力， b）

作業者と機械との協調及び役割分担の明確化， c）収穫

作業に付随又は関連する作業との連携，及び d）収穫作

業以外にも利用可能な多用途性，などに留意することが

必要になる。

　例えば，やや将来的な機械化の段階として，視覚セン

サと関節アーム型の収穫装置を備え，リンゴ園内をガイ

ド等を検出しながら移動し，自動的に果実の収穫を行う

状況を想定すると，収穫機械には，樹冠内の果実を探

索・識別し，それらの三次元位置を計測する能力と，収

穫アームを果実に接近させて把持・収穫を行い収納する

能力が要求される（30，65）。作業者は 1台又は複数台

の収穫機械について作業状況を監視し，動作不安定時や

緊急時に適宜指令を出すなど，全体の統括的な役割を担

うことが考えられる（25）。その場合，視覚センサによ

る識別・計測機能が生育期全般の果実等にも適用できれ

ば，エンドエフェクタの交換で，収穫だけでなく摘果や

方　　　　　式 形　　　　　態 オペレータの作業・操作

1．ハシゴ ハシゴ 昇り降り，手収穫
2．高所作業台車 作業台 台上移動，手収穫
3．アームボックス作業車 作業者用アームボックス＋台車 アームボックスの接近操作，手収穫，

台車運転
4．視覚センサー・アーム作業車 視聴覚センサ＋収穫アーム＋台車 アームの接近・収穫時の補助操作，台

車運転
5．視覚センサー・アーム自律作業車 視覚センサ＋収穫アーム＋自律走行車 アーム自動接近・収穫・台車移動の遠

隔管理・指示

表1．1　果実収穫の機械化の段階（予想）

Table 1.1　Some stages of mechanization for fruit harvesting （prediction）.

（ 1）使用条件 内　　　　　　　容
ほ場環境 屋外リンゴ園，緑色葉繁茂，地面：草地，裸地
栽植様式 普通栽培，わい化栽培
樹冠寸法 普通樹（幅×奥行き×高さ）：8m×8m× 4m

わい化樹（同上）：4m× 4m×3m
果実条件 果実色：赤色系，黄緑色系

寸法（径×高さ）：約70×70mm～90×90mm
作業期間 収穫期： 9月～11月
日光条件 天候：快晴～雲，時間：午前8時～日没前

（ 2）所要性能 内　　　　　　　容
測定範囲 距離5m，高さ 0.5～ 4m
距離精度 収穫範囲（2m以内）2％，探索範囲（2～5m）5％
距離分解能 収穫範囲（同上）　　1％，探索範囲（同上）　　2％
識別能力 果実，枝葉，支柱，背景，人工物
画面表示 三次元画像（または，カラー画像と距離画像）
処理速度 実時間処理

表1．2　リンゴ収穫用視覚センサシステムの使用条件と所要性能の例

Table 1.2　An example of use conditions and required performance on visual
　　　　　 sensing system for apple harvesting.
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防除の管理作業にも利用することが可能になるであろ

う。

　本研究は，そのような機械化において重要な役割を担

う視覚センサシステムの開発と利用法の確立を主眼にし

ている。果実の機械収穫で視覚センサシステムが満たす

べき要件は表 1．2のようになると思われる。すなわち，

自然環境下での果実の識別・認識と位置・距離の計測と

ともに，果実周囲の枝葉等の状況把握，及び各部の動作

制御のための視覚情報を作業者と共有可能なことが求め

られる。そこで本研究の目標を，人間の視覚系と同様，

視覚センサによる画像入力がカラーでなされ，かつ三次

元情報の取得が可能なことを要件として，ステレオ視法

（14，72，95，99，100）に基づく計測システムの開発

においた。その基本的な考え方についは，これまで果実

収穫用機械の開発等で研究された識別と位置計測に関す

る種々の手法を概観しながら以下に述べる。

2．既往研究の概要

　（ 1）果実の識別と認識に関する研究

　TV カメラを視覚センサとして用いた入力画像におい

て，果実と枝葉や背景等を識別する画像処理は，一般に

明度や色特徴を指標に選定し，そのしきい値を決めて全

画素の 2値化を行うことにより，対象物のみを抽出する

手順で行われる（90，91）。さらに，その特徴把握のた

め，領域分割によってラベル付けを行い，面積や重心位

置などの形状と色の各特徴量を算出する。また，対象物

を類似物と区別して認識するため，種々の特徴量をカテ

ゴリ別に分類し比較判定する処理が行われる（43，

60）。

　このような 2値化による識別の処理では，その指標と

しきい値が識別の精度を左右するため，それらの決定を

どのように行うかが重要になる。これまでの果実や野菜

などを対象にした研究によると，モノクロ画像では輝度

や 明 度（28，29，34，46，57，67，92，93，94），カ

ラー画像では三原色 RGB の中で優勢な成分，それらの

差または比（28，68，75），あるいは HSI 表色系の成分

（45，69，70，71，87）などが指標として用いられ，そ

れぞれヒストグラムからしきい値を決定する方法（90）

が広く採用されている。

　しかし，リンゴ園で収穫作業時，果実の周囲には通常

枝葉や支柱など作業の障害になるものが多く存在するの

で，識別処理ではそれら周囲の物体や背景も個別に識別

する必要があり，果実だけでを対象にする上述の方法は

十分でない。

　そのような識別は，輝度や明度を指標に用いるモノク

ロ画像では一般に難しいが，果実と周囲物体の色調が異

なるカラー画像については，それぞれの色特徴に関する

2値化を多段階に行う手法（76）や，それらの色特徴

をニューラルネットワークで学習させて利用する手法

（77）などが研究されている。しかし，識別すべき物体

が多数存在する場合には操作が複雑で処理時間が長くな

るなど，カラー画像処理の手法としてはまだ十分確立さ

れていない。

　また，色特徴によらず，近赤外線に対する果実と枝葉

等のスペクトル吸収特性の相違や形状特徴の違いを利用

して識別する手法も研究され，有効性が報告されている

（3，8，9）。ただし，作業者が目視で赤外線画像から果

実とその周囲の状況を認識することは難しく，作業者と

機械との視覚情報の共有という点で問題があるため，利

用範囲が限定される。

　カラー画像では，一般に物体の輪郭や境界において

RGB 濃度が急激に変化するので，その性質を利用して

領域に分割し，HSI 表色系の色特徴や形状特徴によって

カテゴリに分類する識別手法も考えられる。その方法で

は， 2値化処理のしきい値の代わりに，輪郭や境界を検

出する値の決定が必要になるが，計算処理としては 2値

化のしきい値を用いて多段に行うよりも簡単になる場合

が多い。

　以上より，本研究では，カラー画像内の対象物の識別

に際して，2値化処理手法の代わりに，色相とRGB濃度

の変化を検出して領域に分割する方法を主に採用する。

　（ 2）果実の位置・距離の計測に関する研究

　リンゴ園で果実を収穫するためには，対象とする果実

を周囲の物体から識別するとともに，その位置に関する

情報を得ることが必要である。その内容としては，収穫

機を基点とする三次元座標のほか，その周囲の物体（他

の果実や枝葉など）との相対的な位置関係が挙げられ

る。すなわち，収穫機から対象果実までを範囲とする三

次元空間内の物体の状況を把握しなければならない。

　物体の三次元位置を求める計測法には，光，レーザ，

超音波などを対象物に投射し，それらの反射状態を測定

して距離や位置を知る能動的方法と，そのような特別な

措置を講じないで，カメラ等で撮影された画像から距離

や位置を測定する受動的方法がある（26，96）。

　工業関係の三次元計測では，精密な測定が可能なレー

ザを用いた能動的方法が利用されている（2，5，17，

18，24，49，66，80，105，104，106）。果実収穫の分

野では湯川ら（107）やスブラタら（73）によるミニト

マトを対象にした研究などがある。しかし，屋外の自然

光環境の条件下で光やレーザ光を投射する方式は一般に

外乱の影響を受けやすく，広い空間にランダムに存在す

る多数の果実と周囲物体との識別を自動処理で確実に行

うことは困難である。

　一方，TV カメラなどの視覚センサを用いる受動的方

法は，近年のカメラ技術の向上で盛んに研究されるよう

になった。果実の位置計測への利用では，単眼カメラを

用いた近藤ら（27）の研究などがあるが，対象物の三次

元情報を得る方法としては，2 台のカメラを用いる両眼

ステレオ視（立体視）法があり，工業分野をはじめ種々

の分野でその利用が試みられている（95，100）。果実

収穫の分野では，川村ら（22，23），藤浦ら（13），張
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ら（10）がステレオ視による距離計測の研究を行い，

1m 前後の撮影距離で 1 ％内外の精度であることを報告

している。しかし，それ以上の距離では精度が急激に低

下することや，果実の個数が多くなると左右画像で同一

果実の対応づけが難しくなることが指摘されている。

　両眼ステレオ視における左右画像の対応づけの問題

（33）は，ステレオ対応問題と呼ばれ，工学分野（54，

97）をはじめ，情報科学（4，36，37，79），視覚神経

生理学（16），心理学（35）などの分野で数多く研究さ

れてきたものの，未だ一般的な解決法が見出されていな

い困難な問題である。それが，両眼ステレオ視法を利用

した自動化技術が待望されているにも関わらず，開発の

妨げになっている大きな理由である。

　その解決策として研究されている代表的な画像処理手

法には，局所相関法（20，32，39，101），弛緩法（15，

63），伸縮法（50），動的プログラムマッチング法

（58），線構造法（6），領域法（53）などがある。さら

に最近では，幾何学的拘束に基づく数学的手法（12，

19，108）や，遺伝的アルゴリズムを利用したパターン

マッチング法（78）などが試みられている。

　これらの研究のほとんどは，左右画像内の物体の対応

関係を個別に調べ，三角測量の原理によって三次元座標

を取得して立体構造を求める考え方に立脚している。直

線や平面で構成される人工的な世界シーンへの適用にお

いて有効な場合が多い。収穫時の果実画像についても，

対象果実の特定が容易な画像に対しては有効なものの

（51），類似した果実が水平方向に多数並んでいる場合

や重なり合った場合などには対応づけが困難になる。さ

らに，周囲の物体の位置計測に適用するに際しても，そ

れらの色や形状が多種多様で予測できないため，従来の

手法では不可能か又は処理時間が膨大になるなどの欠点

を抱えている。

　ステレオ視法の利用には，このような未解決の課題が

あるものの，前述した視覚センサの所要条件，すなわ

ち，収穫時の果実とその周囲環境に関する三次元情報の

把握，作業者との情報の共有，収穫以外の作業にも利用

できる多用途性等の条件，を満たすために必要になる三

次元空間内のカラー情報と位置・距離情報の取得が，人

間の視覚系と類似した構造によって，同時に一つの観測

視点から行えるという特徴があるので，今後最も有望な

手法と考えられる。

　ところで，人間の視覚系に関する研究（56，61，62，

64）によると，両眼視によって三次元情報を知覚する過

程には，「注視」などの能動的な意識活動が密接に機能し

ていることが知られており（35），それらが対応問題の

軽減にも寄与していることが予想される。そこで，両眼

ステレオ視法を利用する場合には，従来のような受動的

な面からだけでなく，能動的な面を考慮した検討が必要

と思われる。しかし，そうした研究はこれまで大森

（55）や滝沢ら（89）などの数例にとどまっている。本

研究ではその点に着目して，両眼ステレオ視に関する新

たな測定原理と対応問題の対策について検討を行った。

3．本研究の目的と構成

　本研究の目的は，果実の自動収穫を前提にした機械化

を図るため，果実とその周囲の環境に関する三次元視覚

情報を入力する手段として，両眼ステレオ視による計測

手法を開発し，その計測システムを確立することにあ

る。そのため，次の 4課題に的を絞って検討を行うこと

にした。すなわち，（ a）ステレオ視システムの機械的

距離特性の究明，（ b）両眼ステレオ視に関する新たな

測定原理と手法の考案，（ c）ステレオ対応問題の分析

と解決策の立案，（ d）諸因子の因果関係と距離精度に

及ぼす影響の究明，である。さらに，本研究の手法を果

実の立体形状計測と収穫マニュピレータの位置制御に応

用する場合について，その可能性と問題点を考察した。

　本研究の意義と効果に関しては，（ a）距離画像とカ

ラー画像を同時に取得することにより，果実とその周囲

の環境に関する情報を人間の視覚と同様に収集でき，

（ b）位置計測が三次元で行われるので，果実を採取す

るためのハンドの接近動作や収納動作などの収穫機の制

御を視覚情報と連動させて行うことが可能になり，（ c）

収穫機の走行用視覚システムとして走行経路に関する三

次元情報の取得と自律的な操向制御にも利用し得る，等

が挙げられる。

　本論文の内容と構成は次の通りである。第 2章で，本

研究に供試したステレオ視システムのハードウェア面を

中心に，構成と機能及びカメラ制御の方法を述べ，キャ

リブレーションにより距離精度を検討した。第 3章で，

左右画像合成によるステレオ視計測法の開発にあたり新

たに考案した測定原理について述べ，その手法の基礎的

性質に関する実験とリンゴ園果実画像への適用実験に

よって，その有用性を検討した。第 4章で，ステレオ対

応問題画像について，偽像の発生状況を分析して抑制策

を立て，その効果を典型的な対応問題画像の処理とリン

ゴ園果実画像への適用によって検証した。第 5章で，画

像入力条件が計測精度に及ぼす影響について実験的に調

べ，測定誤差の要因別に実験結果を分析して，試作シス

テムの実用的な利用条件を考察した。第 6章では，本研

究のステレオ視法の応用として，果実等に関する形状計

測の実験と，収穫マニピュレータの位置制御への利用に

関する数値シミュレーションを行い，それらへの適用に

ついて検討した。

第2章　ステレオ視システムの試作

1．緒　言

　両眼ステレオ視法は，図 2．1 に示すように，2 台のカ

メラで撮影された一対の画像をもとに，三角測量の原理

に基づいて三次元位置を計測する方法である。その測定

精度は，各カメラレンズ系の撮像特性及び距離特性と，

リンゴ収穫の機械化に必要なステレオ視システムの開発
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ステレオ光学系の構成状態により大きな影響を受ける。

特に，リンゴ園での測定では，対象にする果実が広い樹

冠の内外に存在するため，ステレオ光学系のわずかな誤

差で測定精度が急激に低下し，遠距離にあるものほどそ

の影響が著しく現れる。

　また，リンゴ園で機械によって自動収穫を行うために

は，撮影した画像の処理によって果実を探索し，的確に

識別する必要がある。そこで，計測システムには，対象

果実が左右カメラの共通視野内に入り，所定範囲の大き

さで同時に同一の撮影条件で収録できるように，望遠用

のズーム機構とフォーカス・露出などの自動調節機構を

備えたカメラ，及びカメラ部を上下左右に旋回させるパ

ン・チルト機構が要求される。両眼ステレオ視システム

を用いる場合には，それらの使用条件を考慮して，予め

精密なキャリブレーションを行い，そのシステムの計測

特性を明らかにしておかなければならない（42）。

　本章では，上述の点に留意して試作したステレオ視シ

ステムについて，ハードウェア面を中心に，その構成内

容とキャリブレーション実験で得られた機械的距離特性

を述べる（84）。

2．構成と機能

　（ 1）試作方針

　収穫期のリンゴ園で使用する試作システムの条件別目

標範囲を表 2．1のように設定し，システムの要件として

次の点に留意した。すなわち，左右 2台のカメラが同一

の規格と性能を持ち，かつ両者が適切な配置状態である

こと，撮影像の色特徴や形状特徴の再現性が良好で，対

象物の遠近や光環境の影響を軽減できるように，フォー

カス，露出，ホワイトバランス等の自動調節機能を備

え，かつズーム機構のコンピュータ制御が可能なこと，

一連の作業を自動化するため，撮影・画像入力・保存・

処理の各操作がコンピュータプログラムで制御できるこ

と，等である。

　距離の測定精度については，マニュピレータ等による

収穫作業範囲を収穫機本体から約 2mと想定し，その位

置で40mm程度（果実径の半分程度）の誤差であれば果

実とハンドとの相対的位置関係をもとに動作の修正が可

能と予想されるので，2 ％に設定した。また，2m 以上

では果実の探索が主になるので 5％とした。なお，処理

時間については，実時間処理が必須条件であるが，本研

究では新たな測定原理とアルゴリズムの検証及び諸条件

の影響を明らかにすることを主眼に， 1分以内を制限範

囲とした。

表 2．1　試作システムの使用条件別目標範囲

Table 2.1　Each target performance of use conditions for the trial vision system.

　　条　　件 　 区　　分 内　　　　　　　容

対象物条件 識別対象 果実とその周囲物体
果 実 色 赤色系と黄緑色系の 2品種
寸　　法 80×80mm 前後（指定可能）

環 境 条 件 日光条件 天候：晴～曇，時間：午前 9時から日没まで
照射状態 直射・乱反射・陰影等樹冠内外の状態

撮 影 条 件 撮影距離 約1m～5m
距離精度 2m以内 2％，2m以上 5％
撮影方向 順光・逆光とも撮影可能

パン・チルト機能装備
カメラ機能 ズーム調節可能，パソコンで制御

ホワイトバランス，露出，フォーカスは自動調節
画像処理条件 画像入力と処理 カラー，RGB濃度 24ビット

識別指標 色特徴（形状，テクスチャも考慮）
解 像 度 320× 240画素，左右カメラ同質画像
画面表示 カラー画像と距離画像
処理速度 1分以内

図 2．1　両眼ステレオ視法による計測

Fig. 2.1　Measurement method by binocular stereo vision.

高　　橋
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　（ 2）主な構成と機能

　試作システムの主な構成は，図 2．2のように，CCDカ

ラービデオカメラ 2台，ノートパソコン，キャプチャ

PC カード，パン・チルト式カメラ台，及び画像入力切

替器である。カメラヘッド部の外観を図 2．3に示す。各

構成要素の内容は以下の通りであり，仕様を表 2．2に示

す。

　ビデオカメラは，38万画素のCCD素子撮像面をもち，

NTSC信号を出力するアナログタイプである。撮影時の

フォーカス，露出，ホワイトバランス等は本体の自動調

節機構でなされるとともに，RS232C インターフェース

を介してパソコンでそれらの制御やズーム調節を行うこ

とが可能である。

　キャプチャ PC カードは，ビデオカメラから出力され

るNTSCカラー信号をパソコン入力用のデジタル信号に

変換する機能をもつ。解像度は最大 640× 480画素，三

原色 RGBの濃度分解能は各々最大 8bitである。本研究

では解像度を 320× 240画素，RGBの分解能を各原色と

も8bitとして使用した。

　ノートパソコンは，CPU クロック周波数が 133MHz
の Pentium搭載機で， 2台のカメラのスチル撮影と画像

入力の制御，及びハードデスクへの保存を行う。本体が

軽量で，放電時間は約 3時間である。

　パン・チルタは，水平旋回（パン）と上下回転（チル

ト）の 2方向の首振り機構をもつ市販カメラの筐体部分

で代用し，カメラ台を上部に取り付けたものである。同

機構の操作は RS232Cを介した通信によりパソコン側か

ら行うことができる。首振り範囲は，水平旋回角が±

96 ，゚上下回転角が± 23 で゚ある。

　画像入力切替え器は，2 台のカメラの画像出力信号を

交互に切替えるもので，手動切替えと TTL 信号による

切替えが可能である。本システムではパソコンのプリン

タポートを利用してプログラム上で切替えができるよう

にした。電源には，2 台のカメラとパン・チルタの駆動

源として自動車用12Vバッテリを用いた。

　距離測定値の校正は，レーザ距離計を用いて行った。

その主な仕様を表 2．3 に示す。同距離計は，光源に

670nm の可視光レーザダイオードを用いた携帯型で，

測距範囲が 0.2～ 100m，測距精度が± 3mmである。手

動計測と RS232Cを介したパソコン制御による自動計測

が可能である。

　試作システムの主な特徴は，左右一対のカメラでほぼ

同時に撮影できること，パソコンによるカメラ制御とそ

のデータの取得が可能なこと，及びカラー入力画像

（RGB 24bit）をデジタル画像として保存できること，

全体として軽量であり，可搬性に優れていることなどで

ある。撮影可能時間は，バッテリ放電時間に制限され，

パソコン，カメラ，レーザ距離計とも約 3時間であっ

た。

　（ 3）処理プログラムと操作手順

　 1）処理プログラム　処理プログラムは，カメラ制御

用，画像入力・保存用，モニタ画面表示用及び距離計算

用の各プログラムで構成される。図 2．4にその概要を，

図 2．5 に処理の流れを示す。カメラ制御用プログラム

は，パン・チルタとカメラのズーム機構を制御する。画

像入力・保存用プログラムは，ビデオキャプチャ用 PC
カードのドライバを介して画像入力やハードデスクへの

保存実行を命令する。モニタ画面表示用プログラムは，

原画像，処理結果画像及び関連データをモニタ画面に表

示する。これらの使用言語は，ビデオキャプチャカード

のドライバと連携させるためVisual Basicで統一した。

距離計算用プログラムは，第 3章で述べる両眼ステレオ

視の測定原理に基づいて距離を算出する。計算速度を上

げるためC言語で作成した。計算処理は，実行ファイル

を上述の画面表示用プログラムの中から呼び出して行わ

れる。

　モニタ画面表示用と距離計算用のプログラムは，それ

ぞれ測定距離が既知のもとで校正に使用するキャリブ

レーションモードと，未知の場合に使用する測定モード

の 2種を用意した。操作は，前者では手動，後者では手

動または自動で行われる。ただし，自動操作は試用段階

図 2．2　試作システムの構成

Fig. 2.2　Components of a trial stereo vision system. 図 2．3　試作システムのカメラヘッド部

Fig. 2.3　Camera head of the trial vision system.

リンゴ収穫の機械化に必要なステレオ視システムの開発
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（ 1）CCDカラービデオカメラ 内　　　　　　　容
型　　式 蝶理　ML-310（ソニーEVI-310）
撮像素子 1/3’’ インターライン方式CCD個体撮像素子
有効面積 768（H）× 494（V），約 38万画素
信号方式 NTSC方式，YC分離ビデオ出力（S ―ビデオ）あり
レ ン ズ 8倍ズーム　f＝5.9～ 47.2mm，F＝1.4，

オートフォーカス付き（インナーフォーカス）
画角（水平） 約 44. 3 （゚ワイド端）～5.8 （゚テレ端）
レンズ構成 6群 9枚（非球面レンズ 2枚含む）
最短撮影距離 10mm（ワイド端），900mm（テレ端）
映像出力 VBS　1.0Vpp同期負，75Ω不均衡，コンポジット
解像度（中心） 水平 460TV本以上，垂直350TV本以上
最低被写体照度 6　lx　F1.4（50 IRE以上）
ホワイトバランス TTL自動追尾（手動，固定も可），固定屋内，固定屋外
S ／N比 46dB以上，電子シャッタ 28段階（1/60～1/10,000秒）
電源，外形寸法，質量 DC 6～9V（2.8W），49×51×100mm，210g
リモートコントロール VISCA ／RS232Cネットワーク経由，カメラ制御

（ 2）ビデオキャプチャPCカード 内　　　　　　　容
型 式 NEC PC-9821-CS02
タ イ プ PCカード標準Type II，ZV Port
表示サイズ 640× 480，320× 240，160×120
キャプチャ画像フォーマット RGB 24bit（YUV 4：2：2可）

（ 3）サブノートパソコン 内　　　　　　　容
型 式 NEC-9821La13
CPU，RAM Intel Pentium 133Mhz，48MB
OS Windows 95（キャプチャ画像表示・保存―VB5CCE ―）

MS-DOSモード（VISCAプログラム―Turbo C ―用）
内臓ハードデスク IDE 1.3GB

（ 4）パン・ティルタ 内　　　　　　　容
カメラ間隔 300，250，200，150mm（設定可能）
角度範囲 上下 －23～ 23 ，゚左右 －96～96゜
コントロール VISCA Networkによるパソコン制御可

（ 5）画像入力切替器 内　　　　　　　容
切替え方式 手動：トグルボタン，自動：ON ／OFFリレースイッチ
電 源 カメラ供給用 12V

表 2．2　試作システムの主要構成要素に関する諸元

Table 2.2　Specifications on main components of the trial vision system.

　項　目 内　　　　　　　容

型 式 ライカ　DATA DISTO RS232C
発光レーザ
ダイオード

620 ―670nm，赤，クラス II

測定範囲 0.2m～30m
（ターゲットありの場合100mまで可）

測定精度 ±3mm
測定時間 2.5～10秒
操作制御 RS232Cを介してリモートコントロール可

表 2．3　レーザ距離計の仕様

Table 2.3　Specification of the laser range meter.

図 2.4　処理プログラムの概要（距離測定モード）

Fig. 2.4　Outline of processing programs （mode of
　　　　 measuring distance）.

高　　橋
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である。

　モニタ画面の表示例を，キャリブレーションモードの

場合について図 2．6に示す。同図のように，原画像表示

部，制御操作部，処理操作・結果表示部，処理画像表示

部から成る。同モードの距離計算では，操作者が目視で

左右両原画像の対応個所をモニタ画面上で探して指定

し，三角測量の原理で算出する目視方式を併用できるよ

うにした。測定モード用のモニタ画面では，処理画像表

示部が合成カラー画像部と距離画像部で構成される点が

キャリブレーションモード用と異なる。

　 2）操作手順　測定モードでの手動操作手順は，まず

操作者が対象物にシステムの向きを合せ，左右カメラの

ズーム調節を行い，フォーカス，露出，及びホワイトバ

ランスの自動調節後，左右カメラを順次切替えて対象物

を静止画として撮影し，両画像をハードディスクに保存

する。距離の算出は，距離計算プログラムにより一対の

左右画像を読み込んだ後，左画像内の対象物を手動（ま

たは自動）で特定して行われ，結果がモニタ画面に表示

されるとともにハードディスクに保存される。

　キャリブレーションモードでの操作手順は，画像の入

力・保存までは上述と同じであるが，距離計算は，操作

者が目視方式で求めた距離の前後に測定範囲を絞って行

われる。

3．試作システムのカメラ制御

　カメラ制御の目的は，収穫する果実の正確な三次元位

図 2.5　処理の流れ

Fig. 2.5　Flow chart of the image processing:
　　　　 （a）calibration mode,
　　　　 （b）mode of measuring distance.

制
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処理結果画像表示部

図 2.6　モニタ画面表示の例（キャリブレーションモード）

Fig. 2.6　An example of the display showing on a monitor
　　　　（calibration mode）.

置を得るため，その果実が試作システムのカメラヘッド

正面に所要範囲の大きさの像で撮影されるように，カメ

ラヘッドの向きと左右両カメラのズームを調節すること

である。ここでは，向きの調節をパン・チルト制御，

ズームの調節をズーム制御と呼ぶ。制御方法は，入力画

像の処理結果に基づく自動方式と，操作者がパソコンで

指示する手動方式の 2方式とし，収穫作業時には自動方

式で行うことを目標にする。以下では，上述の制御を行

うための構成・機能及び方法とそれらの制御時の動作特

性を検討した。

　（ 1）カメラ制御機構と制御方法

　 1）制御機構の構成と機能　 a）ズーム機構：供試

CCDカメラは 6群 9枚のレンズで構成されており，ズー

ムとフォーカスの制御でそれらのレンズ群が移動する。

オートフォーカスモードでは，ズーム位置の設定に伴い

フォーカスレンズ群が自動的に合焦位置に駆動される。

カメラ内蔵のズーム機構は，レンズ群を高速ステッピン

グモータで前後に駆動する。最望遠から最広角までの位

置分解能が1,023段階（16進数で0～3FF），最大速度が

1.5秒のズーミング能力である。

　 b）パン・チルト機構：水平方向の旋回と上下方向の

回転は，それぞれ個別のステッピングモータで駆動され

る。水平旋回範囲は± 96 （゚最大速度 80 ／゚秒），上下回転

範囲は± 23 （゚同50 ／゚秒）である。

　 2）制御方法　両機構の制御は，自動，手動の両方式

とも，パソコンから RS232C を介して VISCA（Video 

System Control Architecture）プロトコルのネットワー

ク上で制御コマンドの送出と応答メッセージの受信に

よってなされ，指定量の動作を実行させるようになって

いる。

　VISCA プロトコルの制御コードは，装置番号，デー

タ部，及びターミネータで構成され，データサイズは 3
～ 14 バイトである。装置番号を指定し，データ部にコ

マンドを書き込んでパソコンから送信すると，該当の装

置側が命令を解読して実行すると同時に，応答データを

同様のコードで返送する。その判別から命令遂行の可否

が分かる。装置側の状態を問い合わせる場合も同様の処

理で行う。本研究で使用した制御コマンドは，ズーム値

設定，水平旋回角と上下回転角の設定，及びそれらの問

合せである。

　 3）操作手順　カメラ制御の操作手順は，図 2．6 の

キャリブレーションモードを例に説明すると次のように

なる。まず，①ビデオキャプチャと VISCA のプログラ

ムを起動させると，カメラ光軸間隔，同交差角などの初

期値設定ファイルが読み込まれ，左右カメラの撮影画像

が画面にスルー状態で表示される。②ズームとパン・チ

ルト両機構の設定値を入力し，問合せボタンで応答結果

を確認する。次に，③表示をスチル状態にし，左右原画

像の対応点を操作者が左右の順にマウスクリックで指定

すると，目視方式による三次元座標計算が行われ，結果
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が表示部に示される。④左右原画像を計算用ファイルと

して保存し，距離測定の処理を開始させると，保存ファ

イル名，初期設定値などが読み込まれ，画像処理によっ

て対象物像の三次元座標が算出される。同時に，対象物

像を処理結果画面の中央に所定範囲の大きさで表示する

ためのズームとパン・チルト各機構の制御量が算出され

る。⑤その制御量を操作者が入力し，各機構の動作後，

2回目の撮影・画像処理を行って対象物の三次元座標を

得る。対象物像が所定範囲の大きさで画面中央に表示さ

れない場合は，③に戻って操作を繰り返す。

　自動測定モードで複数の果実を対象に距離測定を行う

場合には，③の操作者による対応点指定の代わりに，予

め初期値ファイルに設定した距離測定範囲で各果実の三

次元座標が算出される。その中で試作システムから最短

距離の果実についてズームとパン・チルト両機構の所要

制御量が計算される。次いで両機構が駆動されたのち，

2回目の撮影・画像処理に入る。なお，2 回目以降の測

定範囲は計算結果で得られた距離を中心に自動的に設定

される。

　（ 2）制御機構の動作特性

　パン・チルト機構の動作特性は以下の通りであった。

なお，ズーム機構の動作特性については次節のキャリブ

レーションの項で述べる。

　 1）実験方法　実験条件は，筐体単体だけの場合とカ

メラ 2台を搭載した場合に分けて，左右旋回角を±90゜

の範囲で10 間゚隔，上下回転角を水平から±20 の゚範囲で

2 間゚隔とした。

　実験は，始めに基準位置の検出のためのリセット後，

左右旋回について，ホーム位置から所定間隔ずつ制御量

を入力して駆動させ，各動作後に内蔵カメラで同心円状

に置いたスケールを撮影して移動周長を求め，旋回角度

を算出した。上下回転についても同様に行った。

　 2）結果と考察　筐体単体の場合について，図 2．7
（ a）に左右旋回，（ b）に上下回転の動作特性をそれぞ

れ示す。左右旋回の制御量は，左側最大－880（16 進数

で FC90H）から右側最大 880（同 370H）であり，旋回

角度との関係は直線で表された。上下回転の制御量は，

下側最大－ 272（同 FEF0H）から上側最大 272（同

110H）であり，上記と同様比例関係にあった。それぞ

れの制御量 xと角度θ［ ］゚の回帰式を式（2．1）に示す

（ r は相関係数）。

　　左右旋回：θ＝－ 0.111・x＋ 0.304（r＝ 0.999）

　　上下回転：θ＝　0.084・x－ 0.100（r＝ 0.999）

（2．1）

　次に，2 台のカメラを搭載した場合は，図 2．8 に示す

ように，水平旋回，上下回転とも設定角度に対する動作

角度は比例関係にあるものの，復路（戻り）でホームポ

ジションに復帰しないヒステリシス現象が見られた。こ

れはカメラケーブルの重量や張力の影響でパン・チルト

機構の動作が規制されたためである。このため，本研究

でパン・チルト機構を用いる実験は予備的段階に止め

た。

4．キャリブレーション

　両眼ステレオ視システムに関するキャリブレーション

の目的は， 2台のカメラで撮影した画像から直ちに三次

元位置を算出できるように，空間座標系とカメラ座標系

の関係式における諸係数を決定することである。その方

法には，予め測定された三次元構造物をステレオ撮影し

画像解析を行って諸係数を得る方法や立体形状モデルを

利用する方式などがある（17）。それらの方式は，物体

の三次元形状の測定のように測定距離範囲が比較的狭い

場合に適用できるものの，本研究のように距離範囲が広

く，かつ条件に応じてズームを変化させて使用する場合

には十分でない。

　そこで本章では，左右各カメラに関する距離関係式を

個別に実験で求め，それらの結果をもとに試作システム

の距離式を決定した。

　（ 1）ステレオ視システムのキャリブレーション

　 1）ステレオ視システムの距離関係式　図 2．9に示す

ように，2 台のカメラが平行なステレオ視法による距離

L［mm］は，モニタ画面上の視差 s［画素］を用いて三角

測量の原理より次式で算出される。

　　L＝αd・ f ・a ／s （2．2）

（ａ）パン（水平旋回）制御量と回転角度の関係

（ｂ）チルト（上下）制御量と回転角度の関係

図 2.7　パン･チルト動作特性（筐体単体）

Fig. 2.7　Performance  characteristics of a pan-tilter （the
　　　　 body only）: （a） relationship between pan-values
　　　　 and rotation angles, （b）relationship between tilt-
　　　　 values and rotation angles.
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　　s＝x l－x r （2．3）

ここで，αdはモニタ画面のスケール係数［画素／mm］，

f は焦点距離［mm］で，それぞれ左右各カメラの値よ

り，αd＝（αdl＋αdr）／2，f＝（ f l＋ f r）／2で求められる。

aは左右カメラの光軸間隔［mm］，x lとx rはモニタ画面

上における左右各原画像の対応点の x座標［画素］であ

る。

　式（2．2）の Lはレンズ中心から対象物までの距離で

あるが，市販カメラではレンズ中心位置が不明のため，

実用上はカメラ前端からの距離 L 1 が用いられる。カメ

ラ前端からレンズ中心までの距離をL vとすると，

　　L1＝L－L v＝αd・f・a ／s－L v （2．4）

ここで，L v＝（L vl＋L vr）／2，L vl，L vrは左右各カメラの

値。

　前節で述べたように，供試カメラではズーム制御に

よって合焦位置が変化するため，レンズ中心に相当する

位置も変化する。供試カメラの焦点距離については，最

広角と最望遠における値のみが仕様に記載され，任意の

ズーム位置における値は不明なので，上式を用いる場合

にはズームと焦点距離の関係を求めておく必要がある。

一般に，ズームレンズ機構をもつカメラにおいても，単

一レンズの公式が成立することが知られている（31，

88，103）。本研究では，ズーム制御値と焦点距離の関

係，仮想レンズ中心の位置など，供試カメラに関する距

離特性は，レンズ公式を用いて実験的に求めることにし

た。

　 2）レンズ公式と関係式　レンズの公式は，図 2．10
より次のように表される。

　　1／L＋1／b＝1／f （2．5）

ここで，Lはレンズ中心から対象物までの距離［mm］，

bはレンズ中心から撮像面までの距離［mm］。対象物の

実長をX［mm］，撮像面の投影像長さをξ［mm］とする

と，撮像倍率mは，

　　m＝ξ／X＝b／L （2．6）

　式（2．5）と（2．6）よりbを消去すると，

　　 L＝ f・（1＋m）／m＝ f・（1＋X ／ξ） （2.7）

　　 f ＝m・L ／（m＋1）＝L ／（1＋X ／ξ） （2．8）

　なお，ξの大きさは実際には測定できないので，モニ

タ画面上の長さx［画素］を用いると，x＝αd・ξ。これ

より式（2．7）は，次式で表される。

　　 L＝ f・（1＋m）／m＝ f・（1＋αd・X／x） （2．9）

　式（2．9）によれば， f と合焦距離 L の関係が明らか

なとき，焦点合せの操作から距離 L を，x 値から X 値

（ａ）パン（水平旋回）時

（ｂ）チルト（上下回転）時

図 2.8　パン・チルト動作特性（カメラ搭載時）

Fig. 2.8　Performance  characteristics  of  the  pan-tilter
　　　　 （loaded with cameras）: （a） relationship between
　　　　 pan-values and rotation angles, （b） relationship
　　　　 between tilt-values and rotation angles.

（ａ）平行ステレオ視の平面図

（ｂ）左右カメラ画像の例

図 2.9　三角測量の原理による距離測定

Fig. 2.9　Distance measurement by principle of triangula-
　　　　 tion:（a） top view of a parallel stereo vision,（b） 
　　　　 an example of a pair of left and right images.

リンゴ収穫の機械化に必要なステレオ視システムの開発



52 52

（実長または空間座標値）を知ることができる。その関

係を利用した距離測定法はレンズ焦点法と呼ばれ，顕微

鏡測定などで利用されている。ただし，単眼カメラでは

撮影距離が遠くなると焦点深度（被写界深度）が増大し

て合焦範囲が広くなり，距離分解能が著しく低下するの

で，一般の距離計測には適さない。

　式（2．9）は，ビデオカメラのズームレンズにも適用

可能である。なお，仮想のレンズ中心位置はズーム値を

変えることによって変化する。カメラ用の球面レンズで

は，一般に f が小さいほど収差が強くなり，レンズ周辺

を通って画面の端近くに投影される像ほど形状が歪む

（88）。そのため，ステレオ視法では，対象物が画面の

周辺に近いほど左右画像の対応点の座標値が不正確にな

り，誤差が増加する傾向にある。

　 3）左右カメラの光軸が交差している場合　左右両カ

メラの光軸が平行ではなく，交差（輻輳）しているとき

には，式（2．2）が成立しないため同式による距離計算

の結果は不適切な値になる。その場合には，平行化処理

（19）によって平行ステレオ視と等価な画像に変換する

必要がある。本研究では，左右各画像のx座標x l，x rを

それぞれ光軸が平行な状態の x 座標 x l’，x r’に次式（2．

10）で置換して用いた。すなわち，Z 軸に対する左右各

カメラの光軸角度がそれぞれ θl，θr のとき，x l’，x r’

は，

　　x l’＝－ f・（f・sinθl－x l・cosθl）／

（f・cosθl＋xl・sinθl）

　　x r’＝　 f・（f・sinθr＋x r・cosθr）／

（f・cosθr－x r・sinθr） （2．10）

このとき，視差 s’は，

　　s’＝x l’－x r’ （2．11）

したがって，カメラ前端からの距離式L 1は，

　　L 1＝α d・f・a ／s’－L v （2．12）

となる。なお，f lと f r が一致しないとき，f には両者の

平均値を用いた。

　 4）キャリブレーションの内容　本節では，次の事項

について実験を行い，回帰分析によりそれぞれの関係式

と諸係数を求めた。

　 a）レンズ焦点距離と合焦距離の関係，

　 b）ズーム値と焦点距離の関係，

　 c）仮想レンズ中心の位置，

　 d）レンズ収差の補正，

　 e）カメラ撮像面に対するモニタ画面のスケール係

数，

　 f ）左右カメラが交差する場合の補正，

　 g）試作システムの距離特性

　（ 2）供試ビデオカメラのキャリブレーション

　試作システムのビデオカメラに関するキャリブレー

ションは，左右のカメラについて個別に次の要領で行っ

た。

　 1）実験方法　撮影対象は，図 2．11 に示す 20mm 方

眼の精度試験紙（横×縦＝ 1.2m× 0.8m）とし，室内壁

面に張って用いた。撮影条件は，リンゴ園での使用条件

をもとに，距離を 1～ 4.5m間で 500mm間隔に，ズーム

値を 0H ～ 3FFH 間で 5段階に設定した。露出，合焦，

及びホワイトバランスを自動調節とし，試作システムの

パソコンでズームと撮影の制御を行い，各条件で撮影し

た画像をパソコンのハードディスクに保存した。全条件

の撮影が終了後，市販の画像処理ソフトウェアで精度試

験紙線の実長 X［mm］に対応するモニタ画面上の長さ

x［画素］を読み取った。

　 2）実験結果と考察　 a）レンズ収差の補正に関する

結果　撮影画像の中から，撮影距離 2m，ズーム 0H ～

3FFH の各画像について，精度試験紙の縦線と横線の直

線状態を調べた結果，ズーム値が 3FFHでは，収差によ

る歪（曲がり）は全くみられなかったが，ズーム値が小

図 2.10　レンズの焦点位置

Fig. 2.10　Focal point of lens: （a） a single lens, （b） zoom
　　　　　lens.

（ａ）単一レンズの場合

（ｂ）ズームレンズの場合（長焦点のとき）

図 2.11　精度試験紙（一部）

Fig. 2.11　A test paper for accuracy measurement （a part）.
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さいくなるに従い，画面周辺部ほど外側に凸状の曲線に

なる傾向が強くなった。

　このようなレンズ収差を補正する方式は種々ある

（98）が，本研究では以下のような補正を行った。モニ

タ画面の中央から座標（x i，y j）までの半径を r k［画

素］，最大画面幅を B0（半径 r b＝ B0 ／2）［画素］，収差

係数 a c［無次元］とし，画面両端の補正率γbを

　　γb＝ 2・（a c－1）／B0＝（a c－1）／r b （2．13）

で表すと，半径 r kの画素の補正率γkは，

　　γk＝1＋γb・r k （2．14）

となる。したがって，補正後の半径 r k’は，

　　r k’＝γk・r k （2．15）

で求められる。a cの値の決定は，a cが 1.0 ～ 1.1間にあ

ると仮定して種々の値を与えたときの画像歪の改善状態

を目視で調べ，歪が最少になる値をそのズーム値 zにお

ける最適値として選定する方式で行った。その結果， z
と a cの関係は表 2．4のようになり，回帰式は

　　a c＝10
p，p＝ a 0＋ a 1・q＋ a 2・q2，

　　q＝ log（1＋ z） （2．16）

で表された。補正前後の画像例を図 2．12 に示す。画面

周辺部の歪みとともに目盛間隔が改善されており，補正

の効果が見られた。

　 b）供試カメラの距離特性に関する結果　射）撮影距

離と撮影倍率の関係：前項の収差係数により撮影画像の

補正を行った後，各ズーム時の X ／ x と距離の関係を調

べた結果，図 2．13 のようにいずれも直線で表され，単

回帰式（2．17）を適用できることが分かった。

　　L 1＝ a 0＋ a 1（X／x） （2．17）

ただし，L 1 はカメラケース前端から精度試験紙までの

距離［mm］，a 0と a 1は定数で，各ズーム時の値を表 2．5
に示す。

　また，仮想レンズ中心から精度試験紙までの距離 L
は，式（2．4）より

　　L＝L 1＋L v （2．18）

なので，これに式（2．9）を代入して展開すると，L 1 の

実験式は次のように f の一次式として表すことができ

る。

　　L 1＝b 0＋b 1・f＋b 2・f・（X／x） （2．19）

また，仮想レンズ中心からカメラケース前端までの距離

L vは，

　　L v＝－b 0＋（1－b 1）・f （2．20）

　一方，式（2．9）で，fの違いによる影響を係数α c［無

次元］で表し，

　
（ａ）補正前

（ｂ）補正後

図 2.12　レンズ収差の補正例 （左カメラ，焦点距離 5.9mm，
　　　　撮影距離 1,000mm）
Fig. 2.12　An example of a correction on a lens aberration
　　　　　（left camera, focal length of 5.9mm, at a photo-
　　　　　graphic  distance  of  1,000mm）:  （a） previous
　　　　　correction, （b） after correction.

図 2.13　撮影距離と撮影倍率の関係例

Fig. 2.13　The relationship between photographic distance
　　　　　and magnification.

ズーム値 収差係数
（16進数） （10進数）

0H 0 1.048
100H 256 1.017
200H 512 1.012
300H 768 1.005
3FFH 1,023 1.000

表 2.4　ズーム値とレンズ収差係数の関係

Table 2.4　Relationship between zoom values and coeffi-
　　　　　 cients of lens aberration. 
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　　　　α c＝ c 0＋ c 1・f （2．21）

と仮定すると，式（2．9）は

　　L＝ f・｛1＋α d・α c・（X／x）｝ （2．22）

となるので，実験回帰式は次のように f の二次式として

表される。

　　L 1＝b 0＋b 1・f＋b 2・f・（X／x）＋b 3・f 2・（X／x）

（2．23）

　ズーム値が 000H と 3FFH については，焦点距離がそ

れぞれ f＝ 5.9，f＝ 47.2と既知なので，まず，それらの

結果について式（2．19）と（2．23）の回帰分析を行い，

撮影距離L 0と誤差 e｛＝100・（L 1/L 0－1）｝の関係を比較

検討した。その結果，両者の関係は，図 2．14 に示すよ

うに，1 次回帰式（2．19）では距離が近いほど誤差が増

大するのに対し，2 次回帰式（2．23）では全域にわたり

誤差が小さいことが分かった．そこで，供試カメラの距

離特性式には，誤差の少ない 2次回帰式を用いることに

した。

　次に，式（2．21）において f＝ 47.2のα c値を 1に仮定

し，f＝ 5.9時のα c値と連立させて解くと，係数 c 0と c 1
が求められる。その係数を用いると，式（2．17）と式

（2．22）の連立において，α d＝一定より，

　　a 1’＝ f・α d・（c 0＋ c 1・f） （2．24）

となり，次の関係式が得られる。

　　c 1・f 2＋ c 0・f＋b 0＝ 0，b 0＝－ a 1’／α d （2．25）

ゆえに，fの算出式は次のようになる。

　　 f ＝｛－ c 0＋√（c 02－ 4・c 1・b 0）｝／（2・c 1）

（2．26）

　 f の不明なズーム値 100H，200H 及び 300H の場合に

ついても同様にα cの式（2．21）が成立すると仮定して，

式（2．17）の回帰分析より a 0’，a 1’を算出し，式（2．

25）にそれぞれの a 1’を代入して各ズーム値に対する f
を求めた。さらに，各ズーム時の撮影距離と f 及び X ／x
の関係を求めるため，全データについて 2 次式（2．23）

による回帰分析を行った。

　捨）ズーム値と焦点距離の関係　上述の回帰分析の結

果，ズーム値 zと焦点距離 f の関係は，図 2．15 に示す

ように， f の常用対数 log（ f）が zの 2乗に比例し，次

の回帰式で表された。

　　f＝10 p，p＝ a 0＋ a 1・z＋ a 2・z 2［mm］ （2．27）

　赦）カメラのレンズ焦点距離と合焦距離の関係　式

（2．23）の回帰係数は表 2．5のようになり，実測値 L 0に

対する回帰式の距離値 L 1 の誤差はほぼ 2 ％の範囲に

あった。左カメラについては，撮影距離が 2m以内では

（ａ）焦点距離　５．９m

（ｂ）焦点距離　４７．２m

図 2.14　回帰式による誤差の違い

Fig. 2.14　Differences of errors between two regression
　　　　　equations: （a） focal length of 5.9mm, （b） focal
　　　　　length of 47.2.

図 2.15　ズーム値と焦点距離の関係

Fig. 2.15　The relationship of focal length to zoom values.

図 2.16　焦点距離と仮想レンズ中心位置

Fig. 2.16　The relationship of focal length to virtual lens
　　　　　position.
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全ての f で，それ以上の距離でも f が 5.9mm の場合を

除けば，ほぼ± 2％以内であった。距離が 2m以上では

f が 5.9mmのとき 2％以上に増加する傾向がみられた。

これはレンズ収差の補正が 2m以上で十分でなかったこ

とによると推定される。右カメラもほぼ同様の結果で

あった。

　斜）仮想レンズ中心の位置　左右各カメラの仮想レン

ズ中心の位置 L vと f の関係は図 2．16のようになり，次

式で表された。

　　L v＝ a 0＋ a 1・f［mm］ （2．28）

　式（2．28）の各係数は表 2．5 の通りである。すなわ

ち，L v は焦点距離とともに増加し，カメラケース前端

から後方に 20～160mmの範囲にあった。

　煮）画面スケール係数と焦点距離の影響係数　以上を

まとめると，画面スケール係数α d と焦点距離の影響係

数α cは次のような範囲になる。

　　α d＝67.2～71.5［画素／mm］

　　α c＝1.0～1.08　［無次元］

　以上の結果より，両カメラとも各回帰式の諸係数が適

切に決定されると，距離は，モニタ画面の画素数を用い

た回帰式により，ほぼ± 2％の精度で得られることが分

かった。左右のカメラの諸係数は近似しており，f，L v，

α d，及びα cの値は，それぞれ両カメラの平均値を用い

て表すことができた。

　（ 3）試作システムのキャリブレーション

　試作システムの距離精度は，左右各カメラ個別の距離

特性及び両者の配置構成によって決まるハードウェア要

因と，画像処理の方法によって左右されるソフトウェア

要因の両方で総合的に規定される。本項では，ハード

ウェア要因のうち，両カメラの交差角と，左右画像の対

応点の一致に関する要因を取り上げ，それらが試作シス

テムの機械的距離精度に及ぼす影響を実験的に検討し

た。なお，ソフトウェア要因に関係する特性は次章以降

で詳しく述べる。

　 1）実験方法　 a）左右カメラの交差角の影響に関す

る実験　試作システムの中央視軸に対する両カメラの交

差角度がそれぞれ約 4度になるようにカメラを配置し，

20mm 方眼精度試験紙を対象に，撮影距離 1,667mm，

ズーム値 0H～ 3FFH，左右カメラの光軸間隔 250mmの

もとで撮影した。試作システム，左右両カメラ及び対象

物の位置関係は，カメラ台上の中央にレーザ距離計を配

置して精度試験紙中央へ投光し，その点が左右各カメラ

の画面中心になるように角度を調節して決定した。各カ

メラの交差角はそれらの幾何学的関係から計算で求め

た。

　 b）試作システムの距離誤差に関する実験　上述の方

眼精度試験紙を対象に，撮影距離を 1～ 4.5mで 500mm
間隔，ズーム値を 0H ～ 3FFH，左右のカメラ（光軸間

隔 300mm）を平行としてそれぞれ設定し，前節のキャ

リブレーションモードの手順で撮影した。撮影に際して

は左右画像の水平状態の確保に注意し，両画像の上下位

置の差異は画像処理で調整した。校正値は，カメラ台中

表 2.5　カメラ単体の距離関係式における諸回帰係数

Table 2.5　Coefficients of regressive equations on distance.

カメラ a０ a１ a２ a３

（ 1）測定距離 L１と撮影倍率 X ／x
左用 1.42 － 2.59 72.3 － 0.0612
右用 － 23.81 －1.26 73.7 － 0.1293

（ 2）ズーム値 zと焦点距離 f
左用 0.772 0.000569 3.05E－ 07
右用 0.771 0.000547 3.29E－ 07

（ 3）仮想レンズ中心距離 Lv
左用 －1.42 3.59
右用 26.83 2.22

（ 4）レンズ収差係数 a c
左右 0.0205 0.5e－3 － 2.4e－3

（ 5）焦点距離係数α c
左用 1.049 － 0.00104
右用 1.099 － 0.00209

備考：各項目の回帰式
（ 1）L１＝a０＋a１・f＋a２・f・（X ／x）＋a３・f２・（X ／x）
（ 2）f＝10 t，t＝a０＋a１・z＋a２・z２［mm］
（ 3）Lv＝a０＋a１・f［mm］
（ 4）a c＝10 y，y（t）＝a０＋a１・t＋a２・t２，t（z）＝ log（1+z）
（ 5）a c＝a０＋a１・f，収差補正後α c＝1
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央に配置したレーザ距離計の測定値を用いた。なお，左

右各カメラの中央視軸に対する交差角 θlと θr は，実

験期間中両者とも 0.1 で゚一定であった。

　画像処理による距離の算出は，レンズ収差補正後の左

右画像を重ね合わせ，精度試験紙中央の縦目盛線（幅

5mm）が一致したときの視差を用いて，式（2．12）で

求める方法で行った。重ね合せの操作は，左画像を固定

したまま，右画像を 1画素ずつ左方向へ移動させて行

い，重なりの状態は目視で判定した。縦線の投影像幅は

撮影距離とズーム値で異なり，約 1 ～ 3 画素の範囲に

あった。

　 2）実験結果及び考察　 a）カメラ交差角の影響　幾

何学的に算出した左右各カメラの交差角は，それぞれ

4.2 と゚ 4.3 で゚あった。それらを式（2．10）に代入して得

られた x l’，x r’で左右画像の平行化を行って重なりを調

べ，一致したときの視差を式（2．12）に代入して測定

距離 L 1を算出した。L 1と撮影距離 L 0より距離誤差を百

分率で表した。

　その結果，ズーム値が 200H の場合，誤差は 1 ％以下

であった。両交差角の値をわずかに減少させ 4.0 に゚仮定

すると，誤差は約 6％に増大した。ズーム値が 3FFHの

場合には，約－ 6 ％であった誤差が，4.0 に゚仮定すると

1％以下に減少した。このように，同一の交差角でも

ズーム値によって誤差が異なった。結局，左右それぞれ

の交差角を 4.25 に゚設定した場合，いずれのズーム値で

も誤差が最小で，2％以下になった。

　以上のように，距離計算値は交差角が 0.1 異゚なるだけ

で大きく変化する場合があり，その決定にあたっては注

意が必要である。なお，左右カメラが平行でない場合の

光軸間隔 a vの値は，カメラ前端から L v分だけ後方の位

置（仮想レンズ位置）の値になるように，次式で算出す

ると適切なことが分かった。

　　a v＝ a v0＋ 2・L v・tan｛（θl＋θr）／2｝ （2．29）

ただし，a v0は左右のカメラ前端の光軸間隔［mm］。

　 b）試作システムの機械的距離誤差　撮影は精度試験

紙の中央縦目盛線に試作システムの視軸（ Z軸）を合わ

せて行ったので，同線の投影像は，図 2．17（ a），（ b）

のように，左原画像で画面の右側，右原画像で左側に位

置した。重ね合わせ画像では同図（ d）のように，画面

の中央原点に一致した。重ね合わせの状態と対象物の位

置関係は，重ね合わせの距離が対象物の実距離より手前

のとき，左画像の縦線像は左側，右画像の縦線像は右側

に位置した。右画像を 1画素ずつ左へ移動させるに従

い，重ね合せの距離は後方に移動し，対象物位置より後

方のとき左右画像の縦線像の位置は上述と逆転した。

　左右画像の重ね合せ操作は，左画像の偶数行と右画像

の奇数行を交互に配列する方法で行った。この方法によ

ると，左右の中央縦線像が正確に一致しない状態では 1
行おきに背景色が入るため，同図（ c）と（ e）のよう

に，縦目盛線の輪郭部分に横縞状の凹凸が発生した。重

なり部分が増えるに従い輪郭の横縞が小さくなり，重な

りが一致したとき，同図（ d）のように横縞が消えて縦

線の輪郭が鮮明になった。ただし，画像の左右周辺部分

では 1画素分程度の差が発生する傾向が見られた。これ

は，レンズ収差の補正が周辺部で不十分だったためと思

われる。

　撮影距離と測定値の関係は正比例で表され，誤差は図

2．18 に示すようになった。すなわち，f が 5.9mm のと

き，誤差は撮影距離1,000～3,500mmの範囲で－1～3％

間にあり，距離とともに負から正へ変化する傾向が見ら

れた。画面周囲部のレンズ収差による影響と推測され

る。 f が8.6mm，13.7mm及び24.3mmの場合には1,000
～ 4,000mm の範囲で± 2％以内にあった。 f が 8.6mm
と24.3mmでは4,000mm以上で負側へ増加する傾向が見

られた。 f が 47.2mmの場合，3,000～ 4,500mmの範囲

で± 2％以内であり，3,000mm 以下では左右画像内に

　
（ａ）左原画像 （ｂ）右原画像

（ｃ）重ね合せ像（ 1画素前方）（ｄ）重ね合せ像（一致）（ｅ）重ね合せ像（ 1画素後方）

図 2.17　左右両画像の重なり状態（左カメラ，焦点距離 8.7mm，撮影距離 1,000mm）

Fig. 2.17　Overlapping between a left and right image （left camera, focal length of 8.7mm, 
　　　　　photographic distance of 1,000mm）.

高　　橋



57

共通視野部分が存在せず測定不能であった。なお，供試シ

ステムの距離式の係数のうち，α d は回帰分析結果より

71.0，L v式の係数 a 0は左右カメラとも－10に設定した。

　距離L 1における分解能ΔL［mm］は，上述のように左

右画像の重なり状態が 1画素単位で判定可能なとき，

L 1に対し 1 画素分異なる距離と L 1との差として求めら

れるので，次式で表される。

　　　ΔL＝ f・a｛1／s－1／（s＋1）｝

　　　　　＝L 1・｛1－1／（f・a＋L 1）｝ （2．30）

　試作システムのカメラ光軸間隔 a が 300mm の場合に

ついて試算した結果を図 2．19 に示す。ΔL は，f が

8.6mmのとき L 1が 2m以下で約 1％，2m以上で約 2％

であり， f が増すとΔLはさらに向上する。

　以上の結果より，供試システムの距離精度は，各ズー

ムとも 1,000～ 4,000mmの範囲で± 2％以内とみなされ

た。ただし，f＝5.9mmでは約2,500mmまでがその範囲

となる。したがって，試作システムは，果実収穫時の距

離計測用として掲げた表 1．2の所要精度を機械的にほぼ

満たしていることが分かった。

5．要　約

　試作システムは，2台のCCDビデオカメラ，ノートパ

ソコン，キャプチャ PC カード，パン・チルト式カメラ

台，及びカメラ画像入力切替え器で構成した。ビデオカ

メラは，38万画素の CCD素子撮像面をもつ NTSC信号

出力タイプである。対象物が試作システムの正面位置に

所定範囲の大きさで撮影されるように，パン・チルトと

ズームの操作を行うカメラ制御機構を装備し，試作シス

テムの向きとズームを調節した。カメラ制御は，パソコ

ンからRS232Cインターフェースを介してVISCAネット

ワークで行った。

　2 台の供試ビデオカメラを個別に，撮影距離とズーム

値を条件にして距離特性実験を行い，回帰分析の結果を

もとに試作システムの距離式を校正した。調査項目は，

カメラの焦点距離と合焦距離の関係，ズーム値と焦点距

離の関係，仮想レンズ中心の位置，レンズ収差の補正，

カメラ撮像面サイズに対するモニタ画面サイズのスケー

ル係数である。それらの諸関係と，左右カメラ光軸の交

差角の補正，及び左右画像の画素単位の対応づけに留意

して試作システムの距離回帰式を分析した。その結果，

距離誤差は，1 ～ 4.5m 間でおおむね± 2 ％の範囲に入

り，果実収穫時の距離計測用としてほぼ十分な機械的精

度であることを確認した。

第3章　左右画像合成によるステレオ視計測法の開発

1．緒　言

　両眼ステレオ視法に関する従来の測定原理は，前述の

ように左右各カメラの撮影画像について同一物体像の対

応づけを行い，三角測量の原理で距離を算出するもので

ある。そのため，はじめに左右両画像の対応づけが解決

できなければ距離計算に進むことができない。対応づけ

解決のための制約条件として通常，Marr の 3 制約―適

合性，一意性，連続性―（33）とエピポーラ拘束が利

用されるが（11），対応問題に対しては十分でない。

　一方，人間の両眼視覚系では，対応問題に煩わされる

ことなく容易に立体感のある奥行き知覚が得られるの

で，それが対応づけの解決策を考える上で参考になると

思われる。人間の視覚神経系は，図 3．1（a）のように，

左右眼各網膜の視神経が左右半分ずつに分かれ，それぞ

れ同じ側の視神経が視交差によって同一経路を辿り，後

頭部の第 1次視覚野で交互に配列される構造になってい

る（16）。視覚神経生理学の分野では，第 1 次視覚野か

ら視覚前野に至る過程の視覚形成について数多くの研究

成果が得られている。しかし，対応づけと奥行き知覚に

関わる立体視の機構についてはまだ十分究明されていな

い（4，38）。また心理学分野の立体視に関する研究で

は，両眼を対象物に向ける注視活動と，合焦による鮮明

像や不鮮明さの検出が奥行き知覚に重要な手掛かりを与

えるとの説が有力であるが，その成立過程は解明されて

いない（35）。

　本章では，ステレオ視のレンズ光学系に関する物理学

と，人間視覚系に関する神経生理学や心理学の研究成果

図 2.18　試作システムの距離誤差

Fig. 2.18　Accuracy of measured distance in the trial vision
　　　　　system.

図 2.19　試作システムの距離分解能

Fig. 2.19　Distance resolution of the trial vision system.
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を考慮し，同図（ b）に示す概念（83）に基づいて，

両眼ステレオ視に関する新たな計測原理を検討した。そ

の原理の基礎的性質を明らかにするため円板によるモデ

ル実験と，実用化の可能性を探るためリンゴ園の果実を

対象にした実験を行った（84）。

2．左右画像合成による距離測定法

　（ 1）測定原理

　ステレオ視計測において，2台のカメラ（L，R）が図

3．2（ a）のように，直交座標XY Z軸上の原点 O を挟

んで平行に置かれた場合（平行ステレオ視）を考える。

X軸は両カメラのレンズ中心を通り，Y軸は垂直方向

（紙面に垂直）， Z軸はカメラ光軸方向とする。カメラの

撮像面上の位置はその中心を原点とする座標（ξ，η）

で表し，左右のカメラをそれぞれ添字 l，r で示す。な

お，撮像面は本来レンズ後方にあるが，同図では便宜的

にレンズ前方に描いてある。

　上述の場合，左右各カメラの共通視野空間内にある物

体 Pの座標（X，Y，Z）は次式で求められる（単位は

mm）。

　　X＝（a ／2）・（ξl＋ξr）／Δξ

　　Y＝ a・ηl ／Δξ＝ a・η r ／Δξ ｝（3．1）
　　 Z＝ f・a ／Δξ

　　Δξ＝ξl－ξr （3．2）

ここで， f は焦点距離［mm］，a は左右両カメラの光軸

間隔［mm］，ξ l，ξ rは各撮像面における Pの投影点，

Δξは撮像面上の視差［mm］。上式より，X，Y，Zは

Δξと反比例の関係にある。

　空間座標の原点Oから Pまでの距離 L［mm］は，式

（3．1）の結果を用いて次式で算出される。

　　L＝√（X2＋Y2＋Z 2） （3．3）

　次に，実際に画像処理の対象になる左右のモニタ画面

上の座標（x，y）と視差 sは，いずれも単位が画素で，

整数により以下の式で表される。

　　x l＝α d・ξ l，x r＝α d・ξ r

　　y l＝α d・η l，y r＝α d・η r ｝（3．4）
　　s＝x l－x r＝α d・Δξ

ただし，α dは撮像面に対するモニタ画面の比例定数［画

素／mm］。

　以上のように，ステレオ視計測法によって空間座標を

算出する際に，式（3．1）で視差 s（撮像面ではΔξ）

を用いるため，左画像の x l（同ξ l）に対応する x r（同

ξ r）を右画像の中から探し出すことが必要になる。し

かし，その対応づけに関する実用的な画像処理手法はま

だ確立されていない。

　ところで，左右のカメラによって撮影される共通の視

野空間においては，両カメラの光学的位置関係で一意に

（ａ）人間の視覚系 （ｂ）本手法の概念図

図3.1　人間の視覚系と本手法の概念図

Fig. 3.1　Illustrations of human visual system and the
　　　　  conceptual method used in this study: （a） human
　　　　  visual system, （b） conceptual method used in this
　　　　 study.

（ａ）平行ステレオ視の平面図

（ｂ）左右カメラ画像及び合成像

図3.2　左右画像合成による距離測定の原理

Fig. 3.2　Rationale on distance measurement determined by
　　　　 composing each left and right image: （a） top view
　　　　 of a parallel stereo vision, （b） a pair of left and
　　　　 right images and composite images.
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定まり，同空間内で両カメラに対し同時に存在する断面

は一つだけである，という拘束条件が成立する。そこ

で，その視野空間が両カメラに共通な断面群の配列で構

成されていると考えると， Pはそれらのいずれかの断面

上に存在することになる。断面群の配列をXY平面に平

行に取ると， Pの三次元座標は，その共通断面群の中か

ら Pが存在する断面を探し出し，断面上の位置を特定す

る方法によって求めることができる。この方法は，式

（3．1）を用いるものの，P に関する左右画像の対応づけ

が上述の拘束条件のもとで行われる点で，従来の直接的

な対応づけの方法と異なっている。

　本研究では，物体 Pが存在する共通断面を探すため次

のような方法を採用する。いま，左右カメラにおける共

通断面を，中央視点 C からXY Z座標の原点Oを通して

見る場合を考える。そのときの画像を中央画像と呼び，

左右両画像をもとに合成して作成する。その合成中央画

像の座標（x c，yc）は次式で表される（ 7）。

　　x c＝（x l＋x r）／2 ｝（3．5）　　y c＝y l＝y r
　逆に，中央画像の座標を用いると，左右各画像の x座

標は，式（3．4）と（3．5）より次のように表される。

　　x l＝x c＋ s ／2 ｝（3．6）　　x r＝x c－ s／2
　同様に，空間内の Pの座標は，上式と式（3．1），（3．

2），及び（3．4）より次式で求められる。

　　X＝ a・x c／s
　　Y＝ a・y c／s ｝（3．7）
　　 Z＝α d・f・a ／s
　式（3．7）より，s（＞ 0）を一定として中央画像上を

走査すれば， Zが一定のため，図 3．2（ a）の横点線で

示すように，XY平面に平行な Z断面を探索したことに

なる。その断面が Pと交差すれば，交差部分の X，Y座

標はそれぞれ中央画像上の座標 x c，y c に比例する。換

言すれば，共通視野内の物体は中央画像で中央視点Cか

ら見える方向に存在する（56）。両眼で見ているにも拘

わらず，単眼で見た場合と同様の見え方になる。

　一方， s一定の Z断面（視差距離断面と呼称）が物体

Pと交差すれば，中央画像上では図 3．2（ b）の捨）の

ように，左右画像内の物体像 P lと P rが重なり合う。そ

の断面が Pの前後にある場合には，同図射）と赦）のよ

うに両者の物体像がずれる。

　すなわち，左右画像を同一の視差距離ごとに重ね合せ

た合成中央画像で，左画像内の物体像と右画像内物体像

の重なり状態を調べることによって，その視差距離断面

における物体の有無と，その位置座標（X，Y，Z）を同

時に知ることができる。これが本研究の測定原理であ

る。

　この手法では，重なり状態の判別の適否が物体の探索

性能を左右する。本研究ではその判別のため，次項で述

べる鮮明さの概念を用いることにした。各視差距離にお

ける中央画像を作成した際に，左右画像の物体像が適切

に重なり合ったとき鮮明な像となり，その他の状態では

不鮮明になるような画像処理が可能になれば，左右カメ

ラで同時に同一断面上で撮影された物体が，中央視点C
から鮮明な（三次元）像として見えるとともに，その位

置と距離が直ちに判明する。

　合成中央画像の各画素の内容は，式（3．6）の座標関

係で決まるため，既往研究のように x lに対応する x rを

探し出すまで x r が不明ということはない。ただし，合

成画像における重なり状態が，いわゆる誤対応に相当す

る場合があるので，その判定の適否によって測定精度が

影響される。

　（ 2）合成画像の作成と鮮明さの判定方法

　本手法を利用する場合には，中央画像の合成と鮮明さ

の判定が適切に行われなければならない。合成の際に考

慮すべき条件は，①左右画像の合成範囲が共通視野空間

の同一視差距離断面上で同時に撮影され，かつ②合成画

像での物体像の重なり状態が容易に判別できることであ

る。鮮明さの判定指標に必要な条件は，①重なりに対し

て敏感に反応し，②重なりが同一物体の対応部分かどう

かを判別できることである。

　本研究では，それらの点と，自然光条件下における物

体の識別や認識では色特徴の利用が有効なことを踏ま

え，左右画像の合成並びに物体像の重なり状態の判定処

理は，三原色 RGB（各濃度 8bit）による色特徴表現を

基本として以下のように行った。

　 1）左右画像の合成方法　本手法の合成は，前述のよ

うに共通視野の視差距離断面について行われるが，これ

は人間の視覚系に例えれば，中央画像を通してその断面

を注視することに相当する。そこで合成に当たっては，

まず注視する距離を決め，その距離に最も近い視差距離

を中心とする前後区間を探索範囲に設定し，次にその区

間内にある視差距離断面群について順次合成を行う，と

いう手順にした。

　注視距離を Z g，視差の間隔（視差刻みと呼称）をδ

［画素］として，Z g の前後合計 n個の視差距離断面につ

いて合成中央画像を作成する場合を考える。そのとき，

前から k番目（ k＝ 0～ n－1）の視差 s kと視差距離 Z k
は，Z gに関する視差を s gとすると次のように求められ

る。

　　s g＝α d・f・a ／Z g （3．8）

　　s k＝ s g＋δ・｛（n＋1）／2－k｝ （3．9）

　　Z k＝α d・f・a ／s k （3．10）

　Z kの断面の中央画像における座標（x ck，y ck）の画素

の色特徴は，式（3．6）で規定される左右各画像の座標

の画素内容で決まる。ここで，物体像の重なりのずれ

（位置ずれ）を色特徴のずれ（色ずれ）として容易に判

別できるようにするため，図 3．3に示すように，合成画

像の偶数行y ckを左画像の偶数行y lkから，奇数行を右画

像の奇数行 y rkから，それぞれ交互に選んで順に配列す
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る方式にした。すなわち，

　y ckが偶数のとき，x lk＝x ck＋ s k／2， ｝（3．11）　y ckが奇数のとき，x rk＝x ck－ s k／2
　 2）中央画像の鮮明さの判定　上述の合成方法による

と，左右画像の物体像が適切に重なったとき，偶数行と

奇数行の画素の色特徴が最も近似するため水平行間の色

ずれが最小になり，鮮明なカラー画像になる。重なりの

位置ずれが増加するに従い，水平行間の色ずれが増して

横縞状の領域が拡大し，画像の鮮明さが低下する。

　このように，各画素の鮮明さは，偶数行と奇数行の色

特徴の差異で変化するので，鮮明さの指標には上下方向

の画素に関する RGB濃度の分散σ cを用いることにし，

次式で算出した。

　　σc＝Σ｛（r k－ r a）2＋（g k－g a）2＋（b k－b a）2｝

　　 （k＝ 0～m－1）（3．12）

ここで，r，g，bはそれぞれR，G，Bの濃度，mは上下

方向の画素数，添字 aはm個の平均を示す。式（3．12）

より，上下方向の色ずれの大小がσ c の大小で表され，

重なり状態が数値化される。通常，色ずれが最も少ない

ときσc が最小になる。ただし，重なりに広がりがある

場合や形状が局部的に類似する場合などには，その部分

の重なりが適切な対応でないときにもσcが小さくなる。

そのため，上下方向のσc だけによる判別では不十分で

あり，大域的に調べることが必要になる。

　そこで本研究では，図 3．4のように 8方向の画素のσc
を平均して各画素に関する平均分散σ cave を求め，それ

を比較と判別に用いた。これにより当該画素を中心とす

る一定領域が比較対象に加味されることになり，中央画

像において左右画像の重なりが領域単位（形状）で一致

したときに各画素のσ caveが最小になる。

　（ 3）処理手順

　本手法による距離計算プログラムの概要を図 3．5に，

その処理手順を図 3．6に示す。はじめに，ステレオ視シ

ステムの位置と方向を決め，ズーム値を設定して撮影

し，左右画像とカメラ制御データをコンピュータに入力

する。次に，前処理として RGB 各信号のフィルタ処理

とレンズ収差の補正のあと，左画像について色特徴（こ

こでは色相）による領域分割を行い，およその果実領域

を抽出する。その中で左右画像の共通視野となる果実領

域を中心に注目点（画像上で注目する座標）と走査範囲

図3.3　合成画像の作成方法

Fig. 3.3　Making a composite image.

（ａ）合成中央像の例 （ｂ）ＲＧＢ濃度分散と同平均
　　分散の計算範囲例

図3.4　合成画像の鮮明さの比較方法

Fig. 3.4　Comparing clearness of a composite image: （a）
　　　　 an  example  of  a  central composite image, （b）
　　　　 calculations  of  a  variance of RGB,σc, and the
　　　　 average variance.

図3.5　距離計算プログラムの概要

Fig. 3.5　Outline of programs for distance calculation.

図3.6　処理手順の概要

Fig. 3.6　Outline of processing procedure.
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を決め，注視距離と視差刻みを設定する。注視距離を中

心にその前後の区間で視差距離断面ごとに左右画像を合

成して中央画像を作成する。

　次に，各中央画像の走査を行い，画素ごとに上下方向

の RGB 濃度分散を求めた後，水平・垂直・斜め方向の

平均分散を算出する。各中央画像間で同一座標の画素ご

とに平均分散を比較し，それが最低になるときの視差距

離断面を選定する。それにより中央画像における各画素

の色特徴とXY Z座標及び距離が決定され，中央視点C
から見たときのカラー画像と距離画像が同時に得られ

る。

　なお，上記の結果により， a）探索の距離範囲， b）

注目点や走査範囲，c）距離分解能，d）σ cave の比較範

囲，をそれぞれ変更する場合には，注視距離，視差刻み

等を適宜変えて途中の段階に戻り再計算を行う。

3．本手法の基礎的性質に関する実験

　試作システムの距離特性は，ハードウェア面とソフト

ウェア面の両方の影響による結果として示される。その

うち，ハードウェアに関する距離精度は，前章のように

± 2％以内であった。ソフトウェア面の影響について

は，前述の手法が最適に実行されれば上記と同等の精度

が期待できるが，鮮明さの判定指標のσ c には，果実や

その周囲の物体の色特徴，光環境，カメラ条件などの影

響が予想されるので，それらの因子と距離特性との関係

を明らかにする必要がある。本節では，σ cとσ caveの基

礎的性質を調べるため，主要因子として焦点距離，撮影

距離，平均分散の比較範囲，視差刻み，対象物幅を取り

上げ実験的に検討する。なお，対象物条件，環境条件，

カメラ条件，画像処理条件等の影響については次章以降

で述べる。

　（ 1）方法

　実験は，安定した撮影条件が得られる室内でリンゴ果

実の形状を模した円板を対象に行った。合成像の作成に

おける水平行の交互配列の有効性，鮮明さの指標として

用いた色指標とその分散の状況，分散の比較範囲の影

響，視差距離と分散の推移の関係等について検討する。

　 1）実験条件　円板は赤色紙製（厚さ約 2mm）で，

直径はリンゴ果実径に類似の 60 ～ 90mm とした。撮影

距離は 1.5 ～ 2m 間に設定した。背景には青色紙を壁面

に張って円板との区別を容易にした。

　 2）実験手順と方法　実験では，試作システムの配置

とズーム調節を人手で行って対象円板を撮影後パソコン

に保存した。フォーカス，露出，ホワイトバランスはい

ずれも供試カメラの自動調節機能によった。レンズ焦点

距離は主に 8.6mm ～ 24.3mm を使用し，左右両カメラ

の光軸間距離は 300mm とした。カメラの交差角は左右

各カメラとも 0.1度であった。

　画像処理は，前節の処理手順に従って行い，注目点，

走査範囲，注視距離及び視差刻みは操作者が左画像を観

察して入力した。処理条件は，分散の計算範囲を上下方

向で対象物高さまで 5種，平均分散の計算範囲を水平・

垂直・斜めの各方向とも対象物幅の 2倍までの 7種，視

差刻みを1～ 20画素の 4種に設定した。

　（ 2）結果と考察

　 1）左右画像の重なりと合成状態　図 3．7 は，直径

60mm の赤色円板（撮影距離 1,523mm，焦点距離

13.7mm）の処理例（投影像径 40画素）である。処理条

件を注視距離 1,510mm，視差刻み 1～ 10画素，視差距

離断面の個数 5 ～ 11 として算出した中から，合成過程

の画像の一部を示した。なお，視差距離の範囲は 1,257
～1,858mmであった。

　 a）左右画像のずれと合成状態　左右画像の各円板像

は，視差距離 Z sが 1,509mmのとき同図（ a）のように

重なりがほぼ一致し，合成像全体が最も鮮明な状態に

なった。同図（ b）は，（ a）から 1 画素分ずれた合成

像であり，左右の輪郭部分にわずかに凹凸が現れるもの

の全体的には（ a）と同様に鮮明である。両円板像のず

れが 2画素以上大きくなると同図（ c）～（ f ）のよう

に，左右果実像の重なり部分が減少して鮮明な領域が狭

くなる一方，非重なり部分では周囲の色調が円板像の行

間に入り込むため，横縞模様の範囲が次第に拡大した。

　合成像の状態を Z sとの関係で見ると，Z sが 1,370mm
（ずれ 20画素）では左画像の円板像右側部分と右画像の

円板像左側部分が重なって鮮明な偽像が発生し，その反

対側部分では縞模様になった。1,479mm（同 5画素）で

は広い範囲で鮮明となり，縞模様部分は左右の輪郭で多

く，上下の輪郭では少ない。円板の実距離 Z 0 よりやや

遠方の 1,603mm（同 10 画素）では両円板像の左右部分

が同じ側同士で重なっているが，鮮明な範囲は減少して

縞模様範囲が拡大している。合成像の上下輪郭部分では

水平行の構成数が少ないため，ずれの明確な変化は現わ

れない。Z sが Z 0よりかなり遠方の 1,700mm（同 20 画

素）では，左画像の円板像左側と右画像の円板像右側が

重なって再び鮮明な偽像が発生している。

　 b）視差刻みと合成状態　視差刻みδが小さいときに

図3.7　左右画像の重なりのずれと合成状態

Fig. 3.7　Overlapping images composed from a left and
　　　　 right image.

（ａ）左右画像一致 （ｂ）＋ 1画素 （ｃ）＋2画素

（ｄ）＋5画素 （ｅ）＋10画素 （ｆ）＋20画素
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は右画像の一回の移動量が少ないため，合成過程におけ

る鮮明領域と横縞模様領域の変化はともに少ないが，δ

が大きくなるに従い，右画像の一回の移動によって重な

り状態が大きく変化するため，横縞模様領域の変化も大

きくなる。δが 1画素の場合，合成作業は画像を 1画素

ずつ移動させて行われるので，注視距離 Z gが Z 0から多

少離れていても Z 0 が探索範囲内にあれば，合成過程の

途中で重なりが一致する。Z gと Z 0が近似しているとき

には，δの大きさに関わらず，Z g 付近での重なり状態

は類似する。Z g が同じ場合でも，δが対象物像の幅よ

りも大きくなると，左右の円板像が重ならないことがあ

る。

　 c）注視距離と合成状態　注視距離 Z g に最も近い視

差距離 Z sgと Z 0が一致するときには，左右の円板像は画

面中央で重なりが一致し，合成像の中央部分，輪郭部分

の両方とも鮮明になる。Z sgと Z 0の差が大きくなると，

右円板像が中央から遠ざかるため重なり部分は少なくな

る。しかし，δの与え方によっては，探索範囲内の視差

距離断面が Z 0 付近に設定されて，左右円板像の重なり

が一致する場合がある。Z 0 が探索範囲外であれば，左

右の円板像の重なりは生じない。

　 2）合成像における RGB 濃度分散の分布　 a）x，y
方向の分布　図 3．8は，図 3．7の各合成像の中央を通る

x，y軸上でRGB濃度分散σcの分布状況を見たものであ

る。σ cの計算は各画素とも上下方向計 4画素で行った。

円板像の外側では背景色がほぼ均一のためσcは 30以下

と小さい。合成像では，輪郭部分が大きく，その内側で

は 10 前後の小さい値になっている。x 軸上のσcの分布

は同図（ a）のように，重なりのずれが大きくなるに従

い，合成像左右の輪郭部分でσ c が増大し，その範囲も

x方向に広がる。輪郭の内側ではσ c はほとんど変化せ

ず，その範囲が狭くなる。ただし，重なりのずれが 10
画素以上の場合は，偽像のためσ cが小さくなっている。

一方， y軸上のσ c の分布は，同図（ b）のように，ず

れの大小（視差距離の遠近）に関係なく，両円板像が重

なり合う輪郭の上下部分で突出し，ピーク値はほぼ一定

になる。

　以上のように，合成像のσ c は，輪郭部分で急増し，

その内部では小さくなる。合成過程において，合成像内

でσ c の小さい範囲は合成像の右側部分から次第に広が

り，最大になった後で減少する。σ c の小さい範囲が最

も広くなったとき，輪郭付近でσ c の大きい区間は最も

狭くなり，左右円板像の各部分が正対応になる。このと

きの Z sが Z 0に近似する。ただし，その前後の時点では

合成像内で局部的に上下の画素の色特徴が近似するた

め，誤対応にもかかわらずσ c の小さい部分が存在する

ことになる。このため，合成像内部における重なりが正

対応かどうかを，σ c の大小だけで判断することはでき

ない。

　 b）視差距離と合成像内各位置のσ cとの関係　図 3．

9 は，図 3．7（ a）の合成像内の代表的な 5 個所につい

て，Z sとσ cの関係を調べた結果である。各個所の位置

は，左輪郭付近 LL，左側中央 LC，中央 C，上側中央

TC，及び上輪郭付近 TT であり，σ cはいずれも上下方

向 4画素に関する分散値である。

　合成像の中央（C）では，Z 0 を挟んで前後約 200mm
の区間で 20 以下となったが，Z 0付近が最小になるとは

限らなかった。左右の輪郭に近い個所（LC）ほど Z sに

（ａ）ｘ軸上のσc分布

（ｂ）ｙ軸上のσc分布

図3.8　合成像における重なりのずれとｘ，ｙ軸上のσc分布

Fig. 3.8　Distributions of σc on the x axis and the y axis
　　　　  of a composite image: （a） on the x axis, （b） on
　　　　 the y axis.

図3.9　視差距離と合成像内のσcとの関係

Fig. 3.9　The relationship between distance by disparity
　　　　 and σc in a composite image.
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対するσ cの小さい範囲が狭まり，左右の輪郭（LL）で

は Z 0 付近で最小値になった。合成像の輪郭上下部分

（TT）のσ c は，円板内外の色特徴の差が影響して大き

な値になっており，位置ずれによって生じる変化は少な

かった。

　本手法による合成過程では，左右両画像の重なりは合

成像の右側から始まるので，右側部分ほど Z s の小さい

時点でσ c が減少し始める。ただし，その減少は類似色

の誤対応によるものである。Z 0 付近では合成像全体が

正対応になりσ c の小さい範囲が続くが，その後再び増

加する。このように合成像各位置のσ c は，左右の輪郭

付近を除くと，Z 0で最小になるとは限らない。

　なお，σ c 計算に用いる画素数を変化させた場合，上

下方向に範囲を広げるほど合成像内部でσ c の小さい領

域が狭くなるものの，全体的にはあまり大きな影響はみ

られなかった。また，δを変えた場合，σ cの値や Z sの

間隔が変わるが，上述と類似の傾向であった。

　一般に，対象物の幅が広いほど，及び視差刻みが小さ

く，分散計算の画素数が少ないほど，σ c の小さい範囲

が広くなる傾向が見られた。そのσ c の比較だけでは誤

対応かどうかの判定は困難なので，σ c最小の位置が Z 0
に一致すると即断はできない。このため測定距離の誤差

は，対象物像の幅分に相当する視差距離の範囲で生じる

可能性がある。

　合成像内部の位置に関係なく，対象物の Z 0 で鮮明さ

指標が最小になるようにするためには，σ c を平均した

平均分散を用いて，より広い領域について比較すること

が考えられる。そこで次に，各画素に関する平均分散の

計算範囲を円板像幅の大きさに取り，Z s と各画素の平

均分散との関係について調べた。

　 3）重なりのずれと RGB 濃度平均分散の分布　 a）

x，y 軸上における平均分散と各成分の分布　図 3．10
は，RGB 濃度の平均分散σ caveを構成する水平，垂直及

び斜めの各方向成分について，合成円板像中心を通る

x，y 軸上の分布を，左右円板像のずれとの関係で見た

結果である。x軸上の水平成分σ cvxは，合成円板像の幅

よりやや広い区間でほぼ一定で，その外側で急増する分

布形状となり，ずれが大きくなるほど円板像内部の値が

増大した。垂直成分σ cvy は，円板像幅とほぼ同じ区間

で増加し，その外側で低い値となった。ずれが増大する

と，中央ではほとんど変化がないが，上下の輪郭に近い

部分が急増する傾向になった。斜め成分σcvsは，円板像

の輪郭よりやや広い区間で凹型分布となり，その外側で

一旦減少するが，さらに外側では急増する形状になっ

た。ずれが大きくなると円板像内部で凹型形状のまま増

加した。

　次に， y軸上では，σcvxは輪郭付近で急増し中央で小

さくなる凹型の分布であるが，ずれが大きくなると中央

の値が次第に増加した。σ cvy はずれの大小に関係なく，

円板像の幅よりやや広い区間でほぼ一定となり，σ cvsは

x軸上の分布と同様であった。

　以上のように，平均分散のどの成分も左右円板像の重

（ａ）ｘ軸上の成分

（ｂ）ｙ軸上の成分

図3.10　合成像における重なりのずれとｘ，ｙ軸上のσ cave各成分の分布

Fig. 3.10　Distributions of components of average variance, σ cave, on the x axis and the y axis of a composite
　　　　　image: （a） on the x axis, （b） on the y axis.
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なりが一致した場合に合成像内の値が最小になり，ずれ

が増えるに従って増加した。

　 b）x，y軸上におけるσ caveの分布　図 3．11は，合成

円板像内のσ cave を x，y 軸上について調べた結果であ

る。 x軸上の分布は同図（ a）のように，ほぼ円板像幅

と同じ区間で台形状となった。ずれが大きくなるに従

い，その形状を保ったまま全体的に増大した。 y軸上で

は， x軸と同様台形状であるが，ずれが小さいときに中

央で凹型になる傾向が強まった。

　以上のように，合成像内のσ caveは，重なりの一致時，

及びずれが± 1画素以内のとき，ほぼ最小になることが

分かった。

　 4）視差距離に対するσ caveと各成分の関係　図 3．12
は，横軸に Z sを，縦軸に各 Z sにおける合成像中央のσ

caveとその成分を取って，両者の関係を見たものである。

その結果，σ cvyを除いた各成分とσ caveは，Z 0付近で最

小になった。特にσcvxの収束度合が強く，急激な減少が

見られた。なお，σ cvyはほぼ一定であるが，これは各画

素のσ cave の計算範囲を円板像幅分として合成像中央で

調べたためであり，図 3．10（ a）から明らかなように，

中央以外では重なりのずれとともに増加した。

　 5）σ caveの計算範囲が距離推定に及ぼす影響　図

3．13は，図3．7（ a）を対象に，σcaveの各成分の計算範

囲を， 1画素及び円板像の幅 waに対する比（Nx ／ wa）

で 1 ／4～ 2 ／1に設定した場合について調べたものであ

る。同図（ a）は，横軸に Z s，縦軸に合成像中央部分

（ａ）ｘ軸上のσcave 分布

（ｂ） y軸上のσcave 分布

図3.11　合成像における重なりのずれとｘ，ｙ軸上のσcave分布

Fig. 3.11　Distributions ofσcave on the x axis and the y
　　　　　axis of a composite image: （a） on the x axis,
　　　　　（b） on the y axis.

図3.12　視差距離に対する合成像中央のσcaveと各成分の関係

Fig. 3.12　Relationship between distance by disparity and
　　　　　components of σ cave on the center position of a
　　　　　composite image.

（ａ）合成像中央画素の平均分散の推移

（ｂ）平均分散最小の視差距離分布（ｘ軸上）

図3.13　平均分散の比較範囲と視差距離の関係

Fig. 3.13　The relationship between a range of comparison
　　　　　on  average  variance  and  the  distance  by
　　　　　disparity: （a） change of average variance at the
　　　　　center of a composite image. （b） Distributions
　　　　　of  distances  by  disparity  when  the  average
　　　　　variance was at its minimum.
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のσ caveを対数目盛でとり，Nx ／waをパラメータとして

両者の関係を示す。計算範囲が 1画素の場合，Z s が

1,450～ 1,650mmの区間でσ caveが小さいが，Nx ／waが

増加するに従いσ cave小の区間が狭くなった。Nx ／waが

3 ／4になるとσ cave小の区間がさらに狭まり Z 0付近で急

減して最小となった後，急増した。Nx ／waが 1 ／1でも

同様の傾向であるが，σ caveの最小値はNx／wa＝ 3 ／4よ

りも大きくなった。すなわち，σ cave は，その計算範囲

がwaの 1 ／2以上になると Z 0付近で最小になり，その最

小値は計算範囲が大きくなるに従い増加した。

　同図（ b）は，各 Z s に関する合成像の x軸上で，同

一の x座標のσ cave を比較したとき最小になった画素の

Z s の分布を示したものである。それによると，σ cave の

計算範囲がwaの 1 ／2より小さいとき中央付近では Z sの

変動が激しいが，輪郭に近い位置ではその計算範囲が 1
画素でも収束がよいことが分かる。合成像内部全体で

は，計算範囲を waの約 3 ／4以上にしたとき，おおむね

良好な結果が得られた。

　以上より，対象物像の幅waに対するσ caveの計算範囲

が小さいほどσ caveの収束性が悪く，Nx／waが 3 ／4以上

のとき実距離付近での収束性が高くなるので，実距離付

近の視差距離を見出すためには，Nx ／waを 3 ／ 4 以上に

することが必要である。

4．リンゴ園果実画像に対する適用

　本節では，前節の円板実験で明らかになった本手法の

性質が，実際にリンゴ園の果実画像に適用できるかどう

かを調べることが目的である。すなわち，合成像のずれ

と鮮明さの指標である RGB 濃度分散の関係，平均分散

の比較計算範囲の影響，視差距離と同分散の関係，偽像

発生の状況などについて検討する。

　（ 1）実験方法

　弘前市近郊の普通栽培リンゴ園で晴天時に，赤色系品

種ふじ（直径 81～ 90mm）を対象に約 2.2mの距離から

試作システムを使って順光状態で撮影（焦点距離

13.8mm）した。撮影の手順は前節と同様である。撮影

は，果実が左右各画像中央の水平線上にあって共通視野

に入るように，試作システムの配置を調整して行い，撮

影画像をパソコンに取り込みハードデスクに保存した。

ズームはパソコンから手動で制御して設定し，フォーカ

ス，露出，ホワイトバランスはいずれも自動調節機能を

利用した。カメラ前端から対象物表面までの距離をレー

ザ距離計で測定し校正値とした。

　左右画像の合成処理は，左画像を観察しながら，注視

距離，視差刻み，注目点及び範囲，分散計算範囲の各設

定値を指定して，図3．6の手順に準じて行った。

　（ 2）実験結果と考察

　 1）左右画像の重なりと合成状態　図 3．14 に，撮影

した果実群の左右各原画像を示す。対象果実は表示枠内

の A，B，C，及びDの 4個とした。試作システムから

各果実までの直線距離は，それぞれ 2,254，2,123，2,310
及び2,196mmで，奥行き約30 cmの範囲にあった。果実

Dは前方の葉によって下側の一部が遮られ，その遮蔽状

態は左右各画像でやや異なった。

　果実Aについて，左右画像の重なりが一致する状態か

ら，ずれが－ 4 ～＋ 6 画素となる範囲で合成した結果を

図 3．15 に示す。同図によると，一致から± 2画素のず

れの範囲では左右の輪郭の内側にわずかに横縞が現れる

程度で，ほとんど変化が見られなかった。ずれが± 3画

素以上になると，左右の輪郭付近における横縞模様が明

確になり，色ずれが確認できるようになった。

　 a）視差刻みと合成状態の関係　視差 sは視差刻みδ

の間隔で飛び飛びに変化する。δが 1のとき，sは 1画

素ずつ変化するので左右両像の重なりが一致する視差

s 0を取り得るが，δが 2以上では s 0を取るとは限らず，

重なりの厳密な一致状態を見落とすことがある。そのた

め，δの上限をどのように設定するかが問題になる。果

実像 Aに関する s 0は 131画素，Z sは 2,214mm（距離誤

差 1.8 ％）であるが，δを種々変化させて調べた結果，

その値が 4以下であれば，色ずれの少ない鮮明な合成像

が得られた。他の果実像についてもほぼ同様であった。

したがって，供試果実像のような場合，δ／ 2 が s 0から

2画素の範囲に入る条件で処理されれば，重なりが一致

図3.14　リンゴ園果実の左右原画像（品種ふじ）

Fig. 3.14　An original pair of images taken of the ‘Fuji’ variety of apple, in an apple orchard.

（ａ）左原画像 （ｂ）右原画像
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に近い状態の合成像が得られ，s 0の推定が可能なことが

分かった。

　 b）注視距離と合成状態の関係　Z gが Z 0付近に設定

されたとき，探索範囲内の合成像における色ずれは，

Z 0 付近で最も小さく，その位置から前後に離れるに従

い増加した。たとえば，Z gが Z 0より前方に設定された

場合，後方に行くほど Z 0 に近づくので，合成像の色ず

れは減少した。逆に，Z gが Z 0より遠方に設定された場

合には後方ほど色ずれが増加した。そのため，合成像の

色ずれの増減傾向を調べることにより，Z 0 に対する Z g
の前後関係を判定することが可能であった。

　 c）合成状態と輝度分布の関係　図 3．16 は，左右各

画像の x軸上の輝度分布と合成像の重なりのずれとの関

係を見たものである。ずれが－ 2画素では左右両画像の

左側部分で輝度線が一致しているが，右側部分では右画

像の輝度線が低くなっている。ずれが＋ 2画素では逆に

右側部分で左画像の輝度線が低くなっている。結局，重

なりが一致したとき全体的に左右両画像の輝度線が最も

接近した。このように，果実像の重なり状態は，左右両

画像の輝度線の上下関係を調べることによっても知るこ

とが可能である。ただし，その差が明確に現れない場合

も多い。

　 2）合成像の x，y軸上におけるσc分布　果実像Aに

関する合成像のうち，ずれが－ 4 ～＋ 4 画素のものにつ

いて，中央を通る x軸上のσ c分布を調べた結果，図 3．

17（ a）のようになった。 x軸に平行な太実線は果実

像の幅区間を示す。図のように，各σ c 線とも変動が激

しいが，果実像範囲では一致（ずれが零）の場合が最も

小さく，次いで－ 2 画素，＋ 2 画素のずれとなった。た

だし，部分的にはずれがそれ以上の場合でもσ c が最小

になる状況が見られた。なお，右側の x ＝ 90 付近では

各σ c 線とも小さな値になっているが，これは近くに幅

の広い濃緑色領域があったためである。

図3.15　果実像Ａの重なりのずれと合成状態

Fig. 3.15　Overlapping situations composed from a pair of images of the apple, A.

図3.16　重なりのずれと輝度分布の関係（果実Ａのｘ軸上）

Fig. 3.16　Relationship between overlapping situations and
　　　　　distributions of brightness on the x axis of the
　　　　　apple image, A.

（ａ）－4画素 （ｂ）－2画素 （ｃ）左右画像一致

（ｄ）＋2画素 （ｅ）＋4画素 （ｆ）＋6画素
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　 3）合成像における RGB 濃度平均分散の分布　重な

りが一致した合成像の x軸上における平均分散σ cave と

各成分の分布は，同図（ b）のようになった。σ cave の

計算範囲は果実像Aの幅に等しい 40 画素とした。各成

分とも果実像中央から右側でおおむね小さく，果実像左

側と果実像右の外側で急増する傾向が見られた。このう

ち，果実像左側の急増は，画面左辺付近の色調の変化が

大きい影響を受けて，σ c が急増したためである。各成

分の中では，σ cvxが最も小さくなった。各成分を総和平

均したσ cave は，同図太実線のように，σ cvx の影響に

よって果実像の中央からやや右よりの位置で最低とな

り，果実像周辺に行くほど増加する傾向になった。

　 4）視差距離に対するσ cave及び各成分の関係　図 3．

18は，果実像Aの中央画素のσ cave及び各成分と，Z sと

の関係を調べた結果である。図のように，σ cvyは Z sに

関係なくほぼ一定である。σ cvxはZ 0の少し前方で，σ cvs
はやや後方で最小になった。両者とも重なりのずれの増

大とともに増加した。σ cave は両者の中間付近で最小に

なり，その位置はZ 0に近似した。

　以上の結果より，本手法におけるσ c及びσ caveの特性

は，果実を対象にした場合にも前節の円板結果と同様で

あることが分かった。

　 5）果実群の合成過程並びに合成カラー画像と距離画

像　図 3．19（ a）～（ c）は，Z g＝ 2,200mm，視差刻

みδ＝ 1画素で処理した合成過程の一部を示したもので

ある。同図（ a）では果実像Bが，（ b）ではA，Dが，

（ c）ではCがそれぞれ最も鮮明になった。各果実像と

も，他の合成過程では合成像の左右の輪郭付近でずれが

拡大し不鮮明な状態になっている。

　各合成過程の果実像間で同一座標の画素のσ cave を比

較して最小の画素を選定し，その画素の RGB 濃度を用

いて描画したのが同図（ d）の合成カラー画像，その画

素の属する Z s で表したのが同図（ e）の合成距離画像

である。合成カラー画像では各果実像とも鮮明であり，

左右両画像の重なりが一致したことが分かる。同時に，

各画素は（ e）に示される距離情報を持つので，対象物

が色と形状で距離別に識別されたことになる。なお，同

図（ e）の下辺の色区分は，左側ほど近距離を，中央の

区がZ 0付近のZ sを表す。

　図 3．20は，各果実像の中央の画素に関するσ caveと Z s
の関係を調べた結果である。各果実像のσ cave とも，そ

れぞれの Z 0に近い Z sで最小になるV型の変化傾向を示

し，その距離誤差は 4％の範囲内にあった。これは， 2
章に掲げた所要精度をほぼ満たしており，本手法が果実

の距離測定に利用可能なことを確認した。

5．要　約

　本章では，レンズ光学系と人間の視覚系に関する研究

を参考に，両眼ステレオ視法に関する新たな計測原理を

検討した。その原理は，一対の左右画像を視差距離断面

毎に合成して中央画像を作成し，その鮮明さを比較・判

定することにより，共通視野空間内の物体の色特徴と位

置・距離を同時に得る，というものである。合成像の鮮

明さを比較・判定する指標には，上下方向の RGB 濃度

分散とその 8方向の平均分散を用いた。その測定原理の

基礎的性質を明らかにするため，赤色円板を対象に実験

的に検討した結果，対象像全体を比較範囲とすれば，ほ

ぼ適切なカラー画像と距離画像の得られることが分かっ

た。さらに，収穫期のリンゴ園で実際に赤色系果実を対

象に本手法の適用実験を行い，基礎的性質を検討した。

（ａ）ｘ軸上のσｃ分布

（ｂ）x軸上のσｃａｖｅと各成分の分布

図3.17　果実Ａの合成像におけるσcとσ caveの分布

Fig. 3.17　Distributions ofσ c andσcave on the composite
　　　　　 image of the apple, A: （a） distributions of σc,
　　　　　（b） distributions of σ cave and the components.

図3.18　果実Ａの視差距離に対するσ caveと各成分の関係

Fig. 3.18　Relationship between distance by disparity and
　　　　　σ cave of the apple, A.
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撮影距離が約 2.2m の場合，その距離誤差が 4％の範囲

内にあり，本手法が果実の距離計測に適用可能であるこ

とを確認した。

第4章　ステレオ対応問題画像の分析と対策

1．緒　言

　リンゴ園で撮影した果実画像では，類似果実の並びや

重なり，枝葉の陰になって生じる隠れや果実像の変形な

ど，いわゆる対応問題画像ないしそれに類似した画像が

頻繁に見られる。ステレオ視の利用にあたっては，そう

した対応問題への解決策または対処法が必要になるが，

実用的な対策はまだ確立されていない。

　本研究のステレオ視の測定原理は，前章で述べたよう

に，視差距離断面ごとに左右両画像を合成して中央画像

を作成し，その中から鮮明な物体のみを検出するという

ものである。被写界深度のごく浅い単眼カメラで，合焦

距離を連続的に変えて撮影した画像をもとに，物体を検

出することに例えられる。この原理に基づいて画像入力

と処理がなされると誤対応の機会が減少するので，対応

問題の発生自体がかなり抑制されると予想される。

　しかし，現行の TVカメラを用いてステレオ視画像の

撮影する場合，その撮像方式がラスタスキャン方式のた

め，左右の画像はそれぞれ被写空間全体が一括して撮影

されたものになり，上述の原理とは異なった画像が入力

される。このため，現行カメラによる画像に本研究の手

法を用いる場合には，左右両画像で対応する視差距離断

面を改めて順次探し出さなければならない。対応問題画

像では，その過程で誤対応による鮮明な偽像が発生しや

すい。したがって，その対策として，視差距離断面の適

切な対応づけと偽像の発生を抑制する方策が必要にな

る。

　本章では，対応問題画像での偽像の発生とその性質に

ついて調べるとともに，視差距離断面の対応づけと偽像

の抑制対策として，図 3．1（ a）の人間視覚系の視交叉

を参考に，左右画像内の注目範囲をそれぞれ中央で左右

半分ずつに分け，同じ側の視野同士で合成する方法を検

討した（85）。

2．偽像の発生とその抑制対策

　（ 1）偽像の発生とその性質

　 1）偽像の発生位置　前章では，リンゴ園の果実画像

に本研究の手法を適用する際に，注視距離と視差刻みを

図3.19　果実群の合成過程と処理結果

Fig. 3.19　Composite process and the results obtained on the ‘Fuji’ variety of apples.

図3.20　視差距離と各果実像のσcaveの関係

Fig. 3.20　Relationship between distance by disparity and
　　　　　σcave of each apple.

（ａ）視差距離2,164mm （ｂ）2,214mm （ｃ）2,285mm

（ｄ）合成カラー画像 （ｅ）合成距離画像
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与えて探索距離範囲を設定し，その中で同じ視差距離断

面ごとに左右の画像を順次合成したのち，それらの画素

の鮮明さを比較して距離を求める，という手順で行っ

た。しかしステレオ対応問題画像では，左右両画像の視

差距離断面が異なる場合にも，図 4．1の例で●印で示す

ように，類似の果実像との間で鮮明な合成中央像（この

場合偽像）が作成されるため，距離測定を誤ることにな

る。

　偽像は，①対象物内部での色特徴の近似，②対象物と

類似物の局所的な色特徴の近似，及び③対象物と類似物

の全体的な色特徴の近似，のいずれかに該当すれば発生

するが，これらのうち①と②については，対象物の全幅

分を範囲とする RGB濃度の平均分散σ caveを比較・判定

に用いれば，おおむね適切な距離が得られることを前章

で述べた。

　本章では，類似の色特徴をもつ果実が複数存在する画

像を想定し，③について検討する。そのような画像で

は，各果実像の色と形状が近似し，それらの中心位置が

接近するほど偽像が発生しやすい。もし，色と形状の全

く同じ果実像が図 4．1のように同一の水平行（すなわち

エピポーラ線）上に複数個並んでいる場合には，真の合

成像と偽像の鮮明さに差異は現われない。

　対応問題画像の果実像の並び方には，同図のように左

右両画像で各果実像の順序が同一の場合（同順並びと呼

称，以下同様）のほか，順序が逆転する場合（逆転並

び），類似果実が重なり合って投影される場合（重な

り），果実の一部又は全部が枝葉などに隠れている場合

（隠れ）がある。これらのうち，逆転並び以外は共通の

性質を持つので，はじめにそれらについて考察する。

　偽像の発生位置は類似果実との相対的な位置関係で幾

何学的に決まるので，その点に着目し，典型例として図

4．2 のように，一対の円板が同じエピポーラ線上にあ

り，それらの投影像の色と形状が全く同じ場合を取り上

げる。同図で，一対の円板 P 11と P 22の中心は同一のエ

ピポーラ平面上にある。左右のカメラ（L，R）からの

視線 l i及び r j（ i，j＝ 1，2）が，それぞれのレンズ中心

と撮像面の投影像中心を通って各円板上で交差すると

き，偽像は Q12と Q21の位置に発生する。なお，各視線

の交点における記号の添字は， 1番目が左視線， 2番目

が右視線の番号を表す。その他の記号とXY Z座標の取

り方は前章と同様である。

　偽像Q i j（添字 i jは 12または 21）のXY Z座標は，撮

像面の座標（ξ，η）と次の関係にある。

　　X i j＝（a ／2）・（ξ l i＋ξ r j）／Δξ i j

　　Y i j＝ a・η l／Δξ i j＝ a・η r／Δξ i j ｝（4．1）　　Z i j＝ a・f／Δξ i j

ここで，Δξ i jは撮像面上の視差（＝ξ l i－ξ r j）［mm］，

f は焦点距離［mm］，a は左右カメラの光軸間距離

［mm］。

　一方，合成中央画面上の座標（x c i j，y c i j）［画素］と

視差 s i j［画素］を用いれば，次式のようになる。なお，

画面上の数値は画素数であり，整数として表されるの

で，XY Z座標値は近似値になる。

　　X i j≒ a・x c i j／s i j
　　Y i j≒ a・y c i j／s i j ｝（4．2）　　Z i j≒α d・a・f／s i j
ここで，α dは撮像面に対するモニタ画面の比例定数［画

素／mm］。

　円板 P i i（添字 iiは 11または 22）に関する合成中央画

面上の x座標をx c i i［画素］，視差を s i i［画素］すると，

　　x c i j＝（s i i－ s j j）／4＋（x c i i＋x c j j）／2 ｝（4．3）　　s i j＝（s i i＋ s j j）／2＋（x c i i－x c j j）

　式（4．3）より，偽像は一対の真の合成像に挟まれた

区間に発生し，次の関係が成立する。

図 4.1　ステレオ対応問題の例

Fig. 4.1　An example of the correspondence problem of the
　　　　 stereo vision. 図 4.2　偽像の発生位置

Fig. 4.2　Causative positions of false images.
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　　x c12＋x c21＝x c11＋x c22
　　s12＋ s21＝ s11＋ s22 ｝（4．4）　　1／Z 12＋1／Z 21＝1／Z 11＋1／Z 22
　 2）偽像の性質　注視距離 Z gが一対の円板の距離 Z 22
か Z 11の付近にあり，その探索範囲が偽像の距離 Z 21ま

たは Z 12まで及ばなければ，前章の手法でも偽像位置で

の合成は行われないので，偽像は発生しない。この関係

を利用すれば偽像を抑制することは可能である。ただ

し，測定開始当初は，円板，偽像の両視差距離とも不明

であるから，上述の関係式は使えない。

　次に，対象物の注目点が Z g において合成画面の中央

に来るように合成位置を調整した場合，注目点と偽像の

発生位置の関係は次のようになる。図 4．2において，左

画像で注目点を円板 P 22に設定すると，Z gが Z 22付近で

あれば，合成画面では点Cからの中央視線が図示のよう

に l 2とZ 22の交点を通るので，中央にP 22の真像，その左

側に偽像 Q12と Q21が検出される。一方，Z gが Z 21付近

のときには，中央視線が l 2と Z 21の交点を通るので，偽

像 Q21が合成画面の中央に現れる。すなわち，合成画面

中央の注目像が真像となり偽像と区別できるのは，Z g
が対象物付近に設定された場合のみである。

　なお，同図は一対の円板像が左右画像で同じ順序にな

る同順並びの例であるが，もし円板が Q12と Q21の位置

にあれば，左右画像の投影像は順序が逆転する逆転並び

となり，偽像の発生位置は一対の真像の外側（P 11とP 22
の位置）になる。

　また，左右画像の同一水平行上に類似の円板像がN個

ずつある場合，偽像の発生個数は最大でN・（N－ 1）個

になる。

　（ 2）左右眼の同側視野合成と偽像の関係

　 1）同側視野の特徴色量の比較　視差距離断面の注目

範囲が左右両画像で完全に対応していれば，それに相当

する部分に含まれる特徴色の総量は左右各画像で当然等

しくなると予想される。例えば，図 4．2 で Z 22断面に関

する円板特徴色の総量は，左右画像とも P 22の分だけで

あり等しい。ただし，注目範囲が P 11を含む大きさであ

れば，Z 11断面でもZ 22断面と同じ量になり，これだけで

は左右画像の対応の適否を判別することはできない。

　ところで，人間の視覚系では，図 3．1（ a）のように

左右眼各網膜の同一側で半分ずつに分かれた視神経が視

交差によって同じ経路を辿り，後頭部の第 1次視覚野で

整然と配列されてハイパーコラムを形成する。その部分

には二つの眼で見た物体を一つに融合して認識するため

の機能があると解釈されている。本節では，その構造に

類似させて図 4．3のように，左右各カメラからの視線が

交差する点を中心に左右の領域に分け，同じ側（同側視

野と呼称，例えば左視線左側と右視線左側）に含まれる

特徴色量の比較を考える。なお，同図の共通領域につい

ては本節後半で述べる。

　いま，左視線 l 2で P 22を注目する場合で，視差距離 Z s

が P 22の距離 Z 22に等しいとき，同図のように右視線 r 2
が P 22 を通るので，P 11 を含めて左同側視野の特徴色量

は，左画像と右画像がともに円板 1.5 個分，右の同側視

野ではそれぞれ 0.5 個分となり，左右両画像のそれぞれ

の同側視野分が一致する。それに対し，Z sが P 22より前

図 4.3　左右視線による同側視野

Fig. 4.3　The same half-side of the visual area, which is
　　　　 divided by left and right eye-lines.

（ａ）赤色系画素領域の比較とΔSeの変化

（ｂ）注視距離別視差距離とΔSeの関係

図 4.4　同側視野の赤色系画素領域の比較例

Fig. 4.4　An  example  of  comparison  in  red  pixel area
　　　　 conducted at the same half-side of the visual area:
　　　　（a） comparison of red pixel area and change of
　　　　 ΔS e,  （b）  relationships  between  distances  by
　　　　 disparity and ΔS e.
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方の Z 11にあるときは，r 2が l 2と Z 11の交点を通るので，

左同側視野について左画像が 1.5個分と右画像が 1個分，

右同側視野についてそれぞれ 0.5 個分と 1 個分となり，

両方の同側視野分がともに一致しない。

　上述の内容を円板実験で検証した結果は，次の通りで

あった。図 4．4（ a）は，赤色円板（紙製，直径と距離は

左 円 板 が 60mm と 1,627mm，右 円 板 が 70mm と

1,838mm）を図 4．3と同様に配置し，左右各画像の x軸

上の赤色系画素数が左右の同側視野でどのような状態か

を Z s を変化させて調べた例である。撮影は試作ステレ

オ視システムで行い，右円板 P 22（画像径 24画素）の中

心を注目点とし，走査範囲を 160× 120画素とした。そ

の結果，左右各画像の赤色系画素数は縦棒で示すように

なり，左右それぞれの同側視野で両画像分の差は P 22の

Z sで最小となった。その前後の Z sでは増加する傾向と

なっており，前述の予想と一致した。

　ここで，左右それぞれの同側視野に関する赤色系画素

数の差（ΔS l，ΔS r）を絶対値で表し，Z sごとの合計を

ΔS eで表す。すなわち，

　　ΔS e＝｜ΔS l｜＋｜ΔS r｜ （4．5）

　Δ S e の値は，左右同側視野の一方または両方におけ

る特徴色量の増減で変化するため，同図の折れ線のよう

にP 22のZ sを中心に凹型に変化した。

　図 4．4（ b）は，上記と同じ注目点について，Z gをパ

ラメータとし，その前後における Z sとΔ S eの関係を調

べた結果である。各 Z gの視差刻みを 5 画素，視差距離

断面数を 9個とした。ΔS eは，Z gが P 22の手前側であれ

ば減少傾向に，P 22 の位置では凹型に，後方側であれば

増加傾向になった。すなわち，Δ S eの増減傾向を調べれ

ば，Z g と対象物との前後関係が把握でき，左右両画像

の視差距離断面の対応を取ることが可能であった。

　なお，特徴色量の比較とΔ S e によって視差距離断面

の対応の判別が可能なのは，一対の物体が互いに同側視

野の共通領域にあり，その領域の特徴色量が左右画像で

同じ場合である。同順並びがそれに該当し，逆転並びに

は適用できない。また，同順並びでも重なりや隠れがあ

るときには，特徴色量が左右両画像で等しくないので有

効とは限らない。

　 2）同側視野の合成とその性質　上述の方法によって

左右両画像の対応する視差距離断面が判明すれば，前章

の手法でも探索距離範囲を狭くすることにより，偽像の

抑制は可能である。しかし，その許容範囲は明確でな

い。そこで，左右眼の同側視野の共通領域で合成を行う

ことを考え，それを同側視野合成と呼ぶことにする。そ

れに対し，前章の合成方式を単純合成と呼称する。

　具体例を図 4．3 で説明すると次のようになる。P 22の

中心を注目点として同側視野合成を行う場合，P 22 では

その像の左半分が左同側視野内で，右半分が右同側視野

内でそれぞれ合成される。P 11 では像の全体が左同側視

野内で合成される。一方，同側視野共通領域の境界上に

ある偽像 Q21では，その左半分が右画像における P 11像

の左同側視野分と左画像における P 22像の左同側視野分

で合成されるが，右半分は同側視野共通領域の外なので

右画像における P 11像の右同側視野分だけとなり，類似

像との合成は起こらない。偽像 Q12も同様である。それ

らの非合成部分では色調が異なり横縞状態になるので像

の鮮明さは大幅に低下する。

　ここで，円板全幅分を計算範囲として，各合成像の

RGB 濃度平均分散σ caveを比較すると，偽像の非合成部

分が極大となるため，偽像全体としては真像よりかなり

大きな値となる。

　図 4．5は，図 4．4の円板実験画像について Z gを両円板

の中間付近とした場合の単純合成と同側視野合成の比較

例である。縦軸にはσcaveの逆数を 1,000倍した値を，奥

行き方向には Z s をとって三次元で示した。単純合成で

は，同図（ a）のように偽像のσ cave が真像と同様にな

るため，ピークもほぼ同じ高さになった。しかし，同側

視野合成では，偽像のσ cave は真像よりかなり大きくな

るため，偽像のピークは同図（ b）のように抑制されて

おり，上述の内容が確認された。

（ａ）単純合成

（ｂ）同側視野合成

図 4.5　合成像領域におけるRGB濃度の平均分散逆数値の分
　　　 布例

Fig. 4.5　An example of distribution of inverse values on
　　　　 σcave of RGB degrees in a composite image area:
　　　　（a） a simple composition, （b） a composition at
　　　　 the same half-side of a visual area.
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　ここで，もし注目点を P 22 上で横方向に移動させれ

ば，同側視野の共通領域に対する偽像の位置が変わるた

め，偽像のピークが変化する。また，Z g が偽像の発生

位置付近に設定された場合には，注目対象物が同側視野

共通領域の境界部分となるため，合成画面には真像が現

れない。すなわち，同側視野合成の偽像抑制に対する効

果は，注目点及びZ gの設定状態に影響される。

　（ 3）偽像の抑制対策

　 1）抑制対策の考え方　偽像発生が距離測定に影響を

及ぼす主な状況には，注目した対象物の合成像が偽像の

場合と，周囲の偽像によって真像の視差距離が変化する

場合がある。現行の TVカメラの撮影方式による限り，

前項の手法でもそうした偽像の発生を全て抑制すること

は困難である。しかし，注目対象物とその周囲に限定し

て，それらの三次元情報が偽像によって影響されないこ

とを基本方針とすれば，前項の手法は，現行の TVカメ

ラ画像に対しても利用できる。

　なお，偽像抑制対策に関連して，探索距離範囲に偽像

発生位置が含まれないようにするためには，δ（n－ 1）

値と視差 sの間に次の条件が成立しなければならない。

　 a）合成像の場合：偽像までの視差区間の半分を許容

限界として，

　　δ・（n－1）＜ s 21－max（s 11，s 22）， ｝（4．6）　　δ・（n－1）＜min（s 11，s 22）－ s 12
より，

　　δ・（n－1）＜（x c22－x c11）－｜s 11－ s 22｜／2
（4．7）

　 b）原画像の場合：

　左画像：δ・（n－1）

＜（x l2－x l1）－｛（s 22－ s 11）＋｜s11－ s22｜｝／2
　右画像：δ・（n－1）

＜（x r2－x r1）＋｛（s 22－ s 11）－｜s 11－ s 22｜｝／2
（4．8）

ただし，注視距離が実距離から大きく離れる場合は，上

記条件でも偽像が発生する場合があるので，同側視野に

関する色特徴量条件が満足されるかどうかを調べる必要

がある。

　同側視野の色特徴量条件が満たされるとき，同側視野

合成で得られる合成の中央像は真像とみなすことができ

る。その場合に色特徴分布及び距離分布に関する画素情

報は適切なものになる。すなわち，三次元のカラー画像

と距離画像が合成によって復元されることになる。

　 2）画像処理手順の例　前章で述べた処理手順と合わ

せて，対応問題画像も含めた本研究の画像処理手順は図

4．6 に示すようになる。まず，①ステレオ視システムを

調節して画像入力を行い，②前処理後果実領域を特定す

る。次に③左画像で注目点と走査範囲を決め，④注視距

離・視差刻みを与えて探索範囲を指定し，⑤同範囲内の

視差距離とΔ S eの関係を調べる。さらに⑥Δ S eが最小

のときの視差距離で同側視野合成を行って視差距離断面

内のσ caveを算出したのち，⑦各断面の画素ごとにσ cave

を比較し，各画素の視差距離を決定する。

3．対応問題画像の処理例

　（ 1）左右画像における同順並び

　同順並びの個数が多い例として，4 個の並びに対し前

節の手法を適用した結果を以下に示す。図 4．7（ a）

は，左右画像への投影像がほぼ同じ形状になるように選

定した 4 個の赤色円板（紙製，直径 70 ～ 80mm，厚さ

2mm）の原画像（円板像径 30～ 39画素）である。ステ

レオ視システムは 2章と同じものである。カメラ前端か

ら各円板までの距離は，左側から順に 1,465mm，

1,587mm，1,436mm，及び 1,550mm であり，背景は青

色紙とした。

　 1）偽像の発生位置　偽像の発生位置は，図 4．7
（ b）の模式図のように左右両視線の交点上となり，最

大個数は 12（＝ 4× 3）個である。左視線上で見たとき

各円板の前方と後方に位置する偽像個数は，P 1 ではそ

れぞれ 0個，3個，P 2では 1個，2個，P 3では 2個， 1
個，P 4では3個，0個となり，P 3の手前側に集中した。

　ここで，左右両視線が交差する注目点を P 3 の中心に

取ると，同側視野の共通領域は，太実線で示される視線

の左右両側となり，同図（ b）の点領域で表される。そ

のとき，偽像のうち P 3の手前側の 2 個が共通領域外，

3個が境界線上となった。結局，同側視野合成では，偽

図 4.6　偽像の抑制を考慮した処理手順

Fig. 4.6　Procedure of image processing for considering
　　　　 restraints of false images. 
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像全数 12個のうち P 1の後方 1個と P 2の前方 1個を除く

10 個が共通領域外か境界線上に位置することになるの

で非合成状態となり，それらの発生が抑制されると予想

される。

　また，注目点が P 1 の場合，同側視野の共通領域内に

存在する偽像個数は 6個，P 2では 2個，P 4では 6個とな

り，同側視野合成の抑制効果は， 4個の円板のうち外側

の 2個では内側の 2個より少ないが，偽像の多くは注目

対象から離れた位置にあった。

　 2）注視距離とΔ S e の関係　注目点を左画像の P 2
（Z 0＝ 1,587mm）の中心に取り，走査範囲を 160× 120
画素，視差刻みδを 5～ 8画素，視差距離断面数Nを 9
個，Z gを 1,200mm，1,600mm，及び 2,000mmに設定し

て，同側視野合成を行った結果例を図 4．8に示す。同図

（ a）は，各 Z g における合成状態である。計算結果で

は，合成が Z g の前方から後方に進むに従い，左画像は

左から右へ，右画像は右から左へと移動し，Z g に最短

の Z s で左画像の注目点が合成像の中央に来る。した

がって右画像の P 2 像は，Z g が Z 0 に近ければ，同図

（捨）のように合成像の中央で左画像の P 2像と重なり，

手前側であれば中央より右側，後方であれば左側に位置

する。なお，同側視野合成では Z g から前後に離れるに

従い，合成画像中央に非合成部分が現われ，その幅が次

第に増加する。同図（ b）は，合成像内の画素ごとに

σ cave 最小の基準で決定した距離画像である。図中の色

区分は各画像の下辺の色段階に対応している。左側ほど

手前側の Z sを表し，中央の赤色区が Z gに対応する。同

図より，Z gが 1,600mmのとき P 2とその両側の円板の色

区分は，実際値に近い距離で表示された。しかし，他の

Z g では偽像が発生したため，実際とは異なるの色区分

で表された。

　P 2に関する Z sとΔS e及びσ caveの関係は図 4．9のよう

であった。Z gの範囲は 1,100mm～ 2,600mmに拡張して

ある。Δ S eは，同図のように Z 0付近を探索範囲とした

場合（○印）にV字型になり，それ以外ではおおむね増

加または減少の傾向となって現われた。ただし，Z g が

2,600mm では P 2が他の円板とほぼ重なるため減少して

いる。一方，σ caveは Z 0付近で極小になったが，それ以

外のZ sでも偽像発生のため極小値が発生した。

（ａ）原画像

（ｂ）偽像発生位置の模式図

図 4.7　同順並び画像の例

Fig. 4.7　Symmetric images in the same order at the left
　　　　 and right images: （a） a pair of original images,
　　　　 （b） a schematic figure on causative positions of
　　　　 false images.

　
（ i ）注視距離　1,200mm

（ｂ）合成結果：距離画像

　
（ ii ）注視距離　1,600mm

（iii）注視距離　2,000mm

（ａ）合成の途中経過
　　（注視距離時）

図 4.8　同側視野合成による距離画像例

Fig. 4.8　An example of the results of image processing
　　　　 of the pair used in Fig. 4.7: （a） relationships
　　　　 between distances by disparity and ΔS e, （b） an
　　　　 example of composite images on depth.
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　次に，P 3（Z 0 ＝ 1,436mm）について上述と同様の処

理を行った結果を図 4．10に示す。Z sに対するΔS eの変

化は，同図（ a）のように，Z g が P 3 のかなり前の

1,000mmでは減少，1,400mmでは V字型，1,800mmで

は増加の傾向になり，ΔS e最小時の距離が P 3に近似し

た。Z sとσ caveの関係は，同図（ b）のように，Z 0付近

のほか1,050mmと 2,100mm付近で極小になった。

　以上のように，同順並び画像の場合，σ cave 最小基準

だけでは判断を誤り偽像の距離を採用する懸念がある

が，ΔS eの増減傾向も合わせて調べることにより適切な

判定が可能になる。ただし，Δ S e の値は，類似の色特徴

像の配列や背景の状態及び注目範囲の選定状況によって

も影響を受けるので注意が必要である。

　 3）同側視野合成と単純合成の結果　Z 0 付近での P 3
の合成像は，同図（ c）に示すようになり，単純合成で

は P 3の右側と P 2の左側に黄色区分（最短距離区）の偽

像が発生したが，同側視野合成ではそうした影響は見ら

れず，前述の模式図で予想した結果の通りであった。

　他の円板を注目対象にした場合もほぼ同様の結果であ

り，距離の測定誤差はいずれも± 2％以内であった。

　（ 3）重なりと隠れ

　同順並び画像の中でも，果実の重なりや隠れがある場

合には，一般に同側視野の特徴色量が左右画像で異なる

ので，Δ S e や同側視野合成が有効かどうかは一概に言

えない。

　一例として，図 4．11（ a）のように，カメラからの

距離が異なる3個の赤色円板（直径60～80mm）がほぼ

同一のエピポーラ平面上に並び，左画像では円板 P 3 の

一部が，右画像では円板 P 2 の一部がそれぞれ手前の緑

色葉状物 Sの陰になっている場合について検討する。

Z 0は，P 1，P 2，及び P 3がそれぞれ 1,628mm，2,390mm，

及び 1,936mm，S が 1,630mm であった。各円板と葉状

（ａ）視差距離とΔSeの関係

（ｂ）視差距離とσ cave の関係（図中マーク大は同側
視野合成，マーク小は単純合成の結果）

図 4.9　視差距離に対するΔS eとσ caveの関係

Fig. 4.9　Relationship  of  ΔS e  andσ cave  to distance by
　　　　 disparity: （a） relationship of ΔS e to distance by
　　　　 disparity, （b） relationship of σcave to distance by
　　　　 disparity.

（ａ）視差距離とΔSeの関係

（ｂ）視差距離とσcaveの関係

同側視野合成 単純合成

（c）距離画像（視差距離1,400mm）

図 4.10　視差距離とΔS e及びσcaveの関係並びに距離画像
　　　　（円板P３を対象）

Fig. 4.10　Relationship  ofΔS e  and  σ cave to distance by
　　　　　disparity, and a depth image on an image of the
　　　　　circle  plate  of P３: （a） relationship of ΔS e to
　　　　　distance by disparity, （b） relationship ofσcave to
　　　　　distance  by  disparity, （c） depth images of a
　　　　　simple  composition  and  a  composition at the
　　　　　same half-side of a visual area.
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物の配置は，平面図で見ると同図（ b）の通りであり，

偽像は左右両視線の交点に合計 6個発生する。

　中央の円板 P 2 に関する Z s とΔ S e の関係を図 4．12
（ a）に示す。Z g は Z 0 付近の 2,400mm を挟んで，

2,000mm，2,800mmの 3種とした。ΔS eの増減傾向は，

同図のように，P 2の Z 0付近でV字型に変化して最小に

なり，それより前方では減少，後方では増加となった。

なお，Δ S eの最小値は，葉状物 Sの影響で片方の同側視

野の赤色領域が削減されるため，零にはなっていない。

　P 2に関する Z sとσcaveの関係は，同図（ b）のように

なり，Z gがZ 0付近と 2,800mm付近のときσcaveが極小で

あった。Z g＝ 2,800mm の合成像は，同図（ c）のよう

に左画像の P 1と P 2の像に右画像の P 2と P 3の像がそれ

ぞれ重り合って生じた偽像のため，σ cave が小さくなっ

たものである。この結果のみではそれが偽像かどうかの

判断は困難であるが，ΔS eは Z sに対して増加傾向にあ

ることから，偽像の判定が可能である。他の 2枚の円板

に関するΔS eも，図 4．13（ a）のようにそれぞれの Z 0
付近で最小になった。

　各円板の同側視野合成の結果は，P 2 について図 4．12
（ c）に，P 1と P 3について図 4．13（ b）にそれぞれ示

したように，それぞれの Z 0付近で鮮明な像が得られた。

また，葉状物 S についても図 4．13（ b）のようにその

Z 0 付近で鮮明になった。各円板の距離誤差は 3％以下

であった。

　以上のように，果実の重なりや隠れがあるステレオ視

画像でも，隠れ状態があまり大きくない場合には上述の

ように有効であることが分かった。なお，重なりや隠れ

の程度とΔ S e の有効性との関係はさらに検討する必要

がある。

　（ 3）左右画像における逆転並び

　前節で触れたように，逆転並びの画像では同側視野に

関する特徴色量の比較は有効ではないので，Δ S e を利

用した対応づけはできない。その対策として，例えば左

右各カメラの合焦が注視距離の前後の狭い距離範囲だけ

でなされるように調節できれば，片方の果実に焦点を合

わせたとき，他方の果実は焦点範囲外となるので，偽像

の発生が抑制されると予想される。もっとも，実際のリ

（ａ）原画像

（ｂ）偽像位置の模式図

左原画像 右原画像

図 4.11　隠れ画像の処理例

Fig. 4.11　An example of the image processing for a pair
　　　　　of images under the condition of occlusion: （a）
　　　　　a  pair  of  original  images, （b） a schematic
　　　　　figure on causative positions of false images.

（ａ）視差距離とΔSeの関係（円板P２を対象）

（ｂ）視差距離とσcaveの関係

（c）同側視野合成の中央カラー画像

注視距離2,000mm 注視距離2,400mm 注視距離2,800mm

図 4.12　隠れ画像の処理結果例（円板P２を対象）

Fig. 4.12　An example of processing results on occluded
　　　　　pairs of images in objecting a circle plate of P２:
　　　　　（a） relationship of ΔS e to distance by disparity,
　　　　　（b） relationship of σ cave to distance by disparity,
　　　　　（c） Three examples of composite color images
　　　　　at the same half-side of the visual area.

リンゴ収穫の機械化に必要なステレオ視システムの開発
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ンゴ園では逆転並びが主になる果実画像はまれであり，

またそのような場合でも，一対の果実像のうち後方の果

実像の寸法が一般に前方の果実像より小さくなるので，

距離計測上の実質的な影響はそれほど大きくない。

4．リンゴ園果実画像への適用

　（ 1）実験方法

　リンゴ園果実画像に対する本章の手法の適用性を検討

するため，弘前市内にある普通栽培リンゴ園の赤色系品

種ふじを実験対象にした。1998年 10月 24日から 10月

30 日まで，収穫期の果実が樹冠内に密集している状態

を選んで，前章のステレオ視システムで撮影し，パソコ

ンのハードディスクに保存した後，研究室に持ち帰って

画像処理を行った。

　撮影距離は約1.2～4.2mの範囲にとり，カメラ焦点距

離は主に 8.6～ 13.7mmを使用し，合焦，絞り，ホワイ

トバランス等は自動調節によった。画像処理は第 3章の

手順に従い，走査範囲を 180× 120画素，視差刻みを 5
～3画素，視差距離断面数を9個，RGB濃度分散σcの計

算範囲を上下 4 画素，平均分散σ caveの比較計算範囲を

21～ 41画素として行った。

　（ 2）適用結果と考察

　 1）処理結果例　晴天の順光下で撮影した画像の中か

ら果実の並びや重なり・隠れの見られるもの 14 組を選

び，それらの画像内から同順並び部分 16 組（同一水平

行上に 2～ 4個），果実の重なり部分 12組（重なり度合

い10～80％）を処理対象にした。

　それらの中から，重なり画像の処理結果例を図 4．14
～ 4．16に示す。図 4．14で，左右各画像中央付近の果実

は，左上手前から右下後方へ重なりの状態（約 50 ％）

にあり，高さ位置がやや異なる。その中の果実 P 1（直

径 87mm，距離 2,136mm）を注目対象にして測定処理

を行った。

　同果実に関する視差距離とΔS e及びσ caveの関係は図

4．15のようになり，ΔS eが実際の距離及びσ caveが最小

時の距離より 1視差刻み分後方の距離で最小になった。

これは対象果実の背景にある果実群の色調による影響の

ためである。画像状態にもよるが，σ cave 最小時の距離

との差が 2視差刻み分以内であれば，ΔS eの結果を利用

（ａ）視差距離とΔSeの関係

（ｂ）同側視野合成によるカラー画像

注視距離1,600mm 注視距離1,900mm

図 4.13　隠れ画像の処理結果例（円板P１とP３を対象）

Fig. 4.13　Examples of processing results on occluded pairs
　　　　　of images in objecting a circle plate of P１ and
　　　　　P３:  （a）  relationship  of  ΔSe  to distance by
　　　　　disparity, （b） Two examples of composite color
　　　　　images at the same half-side of the visual area.

左原画像 右原画像

図 4.14　リンゴ果実の重なり画像例

Fig. 4.14　A pair of overlapping original images of the ‘Fuji’
　　　　　variety of apples.

図 4.15　視差距離に対するΔSeとσ caveの関係

Fig. 4.15　Relationships among distances by disparity,ΔSe,
　　　　　and σ cave.

合成カラー画像 距離画像

図 4.16　同側視野合成の処理結果例

Fig. 4.16　An example of composite image processing at
　　　　　the same half-side of the visual area.
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した注視距離と探索範囲の設定により，P 1 付近の偽像

を抑制して距離を推定することが可能であった。

　図 4．14 の両画像に対して同側視野合成（視差刻み 3
画素）を行った結果を図 4．16 に示す。合成カラー画像

では，探索範囲内にある P 1 とその周囲がほぼ鮮明な像

で表された。距離画像では，P 1 及びその周囲の果実が

概ね実距離に近い値で表示された。なお，果実の表面が

縞状になって輪郭が不明確であるが，これは果実像と周

辺との RGB 濃度差が類似し，誤対応が生じたことによ

る。

　実験に供試した前述の処理対象画像全てについて，σ

caveが最小になる距離とΔ S eが最小になる距離を比較し

た結果，同順並び画像では，両距離の一致が 40 ％，±

1視差刻み分の差が 25％，± 2視差刻み分が 25％，±

3視差刻み分以上が 10 ％となり，± 2 視差刻み以下の

割合は 90％であった。重なり画像では，それぞれ 0％，

50％，30％，20％で，± 2視差刻み以下の割合は 80％

となったものの，一致は見られなかった。

　上記の差が生じた理由としては，いずれの画像も背景

の果実による影響で誤対応の発生が挙げられる。比較的

大きな他の果実像領域が注目果実像付近にあるか，走査

範囲の境界付近にあるような場合に，その影響を受けや

すかった。また，注目果実と同一水平行上にある他の果

実が，片方の画像で枝葉によって隠された場合もあっ

た。なお，撮影距離の影響は，注目果実像の幅が 20 画

素以上であれば，ほとんど見られなかった。

　同側視野合成の結果は，合成カラー画像，距離画像と

も概ね図 4．16 と同様の傾向であり，注目した果実の距

離測定精度は約 5％であった。重なり画像では，重なり

度合いが約 50 ％以下のとき，果実同士を分離できる場

合が多かった。

　 2）本手法の適用性に関する考察　リンゴ園果実画像

が同順並びの場合には，Δ S e を利用して視差距離断面

のおよその対応づけが可能なことが分かった。重なりや

隠れ画像の場合にも一応利用できるが，Δ S e の最小値

が背景や周囲の果実像の影響を受けやすいので，諸要因

との関係をさらに検討する必要がある。

　同側視野合成は，左右画像の視差距離断面についてお

よその対応を取ることができれば，リンゴ園果実画像の

偽像抑制にも有効なことが分かった。ただし，図 4．16
の距離画像で最白色部分に見られるように，同側視野合

成であっても偽像の発生を抑制できない場合がある。

　本手法によるリンゴ園での距離精度は，前述のように

約 5％であったが，この値の評価は当然作業の種類・内

容によって異なる。例えば，1.5m の距離にある果実を

収穫する場合にはやや過大であるが，3m 離れた果実を

視認し収穫範囲にあるかどうかを判断するための精度と

しては十分である。

　したがって実際の利用に当たっては，さらに果実の識

別条件，環境条件，順光や逆光を含めた撮影条件及び画

像処理条件と距離測定性能との関係を調べ，作業内容に

対応した精度を確保できるように対策を講じる必要があ

る。それらについては次章以降で述べる。

　なお，現行 TV方式による撮影の際に，本研究の測定

原理の効果を得るためには，注視距離に対応したフォー

カスを設定し，探索距離範囲だけを鮮明な画像として入

力するなどの方法が考えられる。それでもなお，逆転又

は偽像の可能性がある場合には，ステレオ視システムの

操作者の指示・管理が必要になる。

5．要　約

　両眼ステレオ視に関する本研究の測定原理を対応問題

画像に適用するため，左右両カメラの同側視野に関する

特徴色の比較と，同側視野合成による偽像抑制の画像処

理手法を検討した。

　その結果，同側視野の特徴色の増減傾向を調べること

により，注視距離と対象物との前後関係がおよそ把握で

き，左右両画像に関する視差距離断面の対応づけが可能

なことが分かった。同側視野合成の検討では，偽像の発

生位置が同側視野共通領域の外側か境界部分になるた

め，その RGB 濃度の平均分散が真像よりかなり大きく

なり，合成画像での偽像判別とその出現の抑制が可能と

予想された。上記の手法を 4個の円板の同順並び画像と

葉状物による隠れ画像に適用したところ，視差距離断面

の対応づけと合成像における偽像の抑制が可能なことを

確認した。

　リンゴ園で晴天の順光下で撮影した種々の画像の中か

ら選んだ果実の同順並び画像 16組と重なり画像 12組に

本手法を適用した結果，視差距離断面の対応づけは，同

順並び画像で±2視差刻み分以内が90％，重なり画像で

80％となり，同側視野合成によって約5％の精度で距離

の推定が可能であった。

第5章　試作ステレオ視システムにおける

画像入力条件の影響

1．緒　言

　本研究におけるステレオ視計測手法の特色は，対象物

の合成カラー画像と距離画像を同時に取得できるところ

にあり，果実とその周囲物体に関する三次元情報の適切

な収集が可能になると期待される。

　しかし，屋外でテレビカメラを使用する場合には，自

然光の照射条件やカメラの撮影条件などによって果実や

枝葉等の色調・明度が影響を受けることが指摘されてい

る（22，40，65，75，92）。本計測システムを備えた果

実収穫機による作業が，作業者の監視・補助を受けなが

ら日中に行われることを前提にすると，上述の諸条件が

本手法の距離精度にどのような影響を及ぼすかを明らか

にしておく必要がある。

　本章では，本研究の手法における計測誤差の発生要因

を検討し，収穫期のリンゴ園で種々の画像入力条件のも

リンゴ収穫の機械化に必要なステレオ視システムの開発
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とで試作システムによる撮影を行い，照度，果実及び撮

影の各条件因子と測定誤差の要因との関係，並びにそれ

らの距離精度への影響について調べた（86）。

2．本手法による距離測定の誤差要因

　（ 1）諸条件と誤差要因の関係

　本手法の測定処理は，図 5．1（ a）の流れに沿って行

われる。測定誤差は，その流れの中で，①左右画像の合

成時，② RGB濃度分散σcによる合成像の鮮明さ（水平

行間の色ずれ）の検出時，及び③平均分散σ cave による

左右画像の重なり状態（位置ずれ）の検出と比較・判定

時にそれぞれ発生する可能性がある。その場合の主な要

因としては同図（ b）のような項目が挙げられ，各処理

との関係は矢印で示すようになる。誤差要因に対する諸

条件の影響は同図（ c）の関係で表される。

　上述のうち，①の左右画像の合成時に関する誤差要因

は，視差距離断面ごとの合成範囲が左右両画像の左右、

上下，斜め方向で適切かどうかに関係し，カメラの配置

状態，レンズ系の光軸方向，光学倍率，撮影と表示の範

囲など機械的な因子によって影響される。合成画面上で

は左右両画像の水平行（エピポーラ平面）による交互配

列に影響が現れ，左右方向や上下方向の配列状態が不適

切なものになる。これらの要因と影響については第 2章

のキャリブレーションの項で述べた。

　②の合成像における鮮明さの検出は，σ c の大小を比

較することによって行われるが，位置ずれと色ずれの関

係，及び位置ずれとσ cave の関係の各相関が低い場合に

も誤差要因として影響する。対象画像領域の濃度分散の

分布状態やσ cave の比較計算範囲も影響を及ぼす要因と

なる。これらに関与する条件には，果実では果実色と

RGB 濃度分布，果実同士の重なり，果実への枝葉の重

なりなど，照度条件では色温度，直射光，樹冠内散乱

光，陰影など，また撮影条件では順光・逆光における露

出，ホワイトバランス，撮影距離，ズーム及び焦点距離

などがある。

　③の左右画像の重なり状態の検出は，色ずれだけでな

く，対象物の位置ずれを検出するものであり，②と同様

位置ずれと色ずれ及びσ cave との関係がそれぞれ相関が

高くない場合に誤差の発生要因になり得る。同時に

RGB 濃度分布やσ cave計算時の比較範囲によっても影響

される。また前章で述べたように，距離探索範囲の設定

が過大なとき，偽像の発生につながるので誤差要因とし

て影響を及ぼす場合がある。これらに関与する条件に

は，果実条件，照度条件，撮影条件，及び画像処理条件

がある。

　（ 2）距離測定値とσ caveの収束性

　本手法において，距離測定値が一義的に決定されるた

めには，合成像の位置ずれに伴う色ずれがσ c で確実に

検出されるとともに，位置ずれとσ cave の間に強い比例

関係があり，視差距離の変化に従いσ cave が最小値へ急

速に収束することが必要である。さらに，測定精度が確

保されるためには，σ cave が最小になる視差距離が実距

離付近になければならない。

　そこで実験では，画像入力因子の距離精度への影響

を，σ cave の収束性との関係で捉えるため，視差距離に

対するσ cave の変化傾向，最小値レベル，及び視差単位

でみた実距離との関係を中心に検討した。

3．リンゴ園果実画像におけるRGB濃度分散の特徴

　（ 1）実験方法

　 1）供試対象とステレオ視システム　1997，1998 の

両年，収穫期の 10月下旬から 11月上旬にかけて，弘前

市近郊の普通栽培リンゴ園（ 5箇所，樹冠形状：径約

8m×高さ 4m）とわい化栽培リンゴ園（ 2箇所，同 4m
× 3m）における収穫前の赤色系品種ふじと黄緑色系品

種王林を供試対象にした。ふじの外観性状は，大きさ

（胴直径×高さ）が 86mm× 76mm（50個平均）で，着

色は薄ピンク系赤色から濃赤色まで見られたが，概ね熟

したふじ本来の赤色系が多かった。王林では，大きさが

82mm×76mm（30個平均）で，着色は淡緑色から黄色

味の強い黄緑色系まであり，周囲の葉色とは肉眼で容易

に識別できるものがほとんどであった。なお，リンゴ葉

は収穫期間中ほぼ濃緑色で経過し，11 月中旬以降枯れ

始め褐色系が増加した。

　ステレオ視システムは，第 2 章で試作したものであ

り，2 台のビデオカメラの光軸間隔を 300mm（各交差

角 0.1 ）゚，ビデオキャプチャ PCカードの解像度を 320×

240画素（RGB濃度 24bit ／画素）として供用した。距離

校正には前章までと同様レーザ距離計の値を用いた。

　 2）実験条件と方法　（射）条件　照度条件は，快晴

から曇りの天候で，午前 9時頃から夕方 4 時 30 分頃ま

での間，果実面の照射状態を太陽光直射，散乱光（曇

天，樹冠内及び陰影状態）に分けて種々選定した。果実

条件は，果実の密集した範囲を多く選び，個々の果実の

ほか，果実相互や果実と枝葉との重なり状態によって選

定した。撮影条件は，カメラの方向が太陽光に対して順

光または逆光になる状況のもとで，撮影距離を約 1～

4.5m，ズームを広角から望遠まで（焦点距離 5.9 ～

図5.1　本手法における距離測定の誤差要因

Fig. 5.1　Error factors of distance measurement in this
　　　　 method.
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47.2mm）の範囲で適宜設定し，露出，ホワイトバラン

ス，合焦を自動調節として撮影した。

　（捨）撮影と画像処理の方法　供試システムの配置と

方向付け及びズーム調節は，上述の画像入力条件を考慮

して人手で行い，左右各カメラで順次撮影してパソコン

のハードデスクに保存した。距離測定の画像処理は研究

室に持ち帰って行った。

　画像処理手順は，レーザ距離計の値をもとに，偽像の

発生が抑制される探索範囲内で注視距離を設定すること

にし，3 章の単純合成の要領に従った。処理条件は，

レーザ距離計の測定値を注視距離に，その前後 3～ 4視

差刻み分の距離を探索範囲に，対象果実の周囲 240 ×

160 画素を注目範囲にそれぞれ設定し，視差刻みを 2 画

素，RGB 濃度分散の計算画素数を上下 4画素とした。

平均分散の比較計算範囲は，果実像幅分の画素数に近似

させるため，果実径 Waを 85mm と想定し（固定），第

2章の式（2．17）をもとにモニタ投影像幅wa［画素］を

次式で算出した。

　　wa＝α d・f・Wa ／（Z g＋Z v）

　　　＝α d・f・Wa ／（Z g＋ a 0＋ a 1・f） （5．1）

ここで，α dはスケール定数［画素／mm］，f は焦点距離

［mm］，Z gは注視距離［mm］，Z vはカメラ前端からレン

ズ中心までの距離［mm］，a 0，a 1は定数。なお，画像処

理時間の削減を図るため，左右各画像に対する 2値化，

エッジ検出，領域分割等の前処理は実施しなかった。

　収録・処理した左右の組画像総数は，ふじが 144組，

王林が 42組で，計186組であった。

　（ 2）実験結果と考察

　 1）合成画像におけるRGB濃度分散の性質　（射）収

穫期画像の果実と葉の RGB濃度　10月下旬のふじと王

林の両果実及び葉の撮影画像例を図 5．2に，両果実像及

び葉像の明度と RGB 濃度（分解能各 8 ビット）との関

係例を図 5．3（ a）～（ c）に示す。順光や弱逆光では明

度が約 90 以上の場合が多く，RGB濃度は，両果実像，

葉像とも明度に比例して変化し，果実像と葉像の間に較

差がみられた。同じ明度で比較すると，ふじでは葉像及

びRとG両濃度が異なり，B濃度が近似した。王林では

R，G濃度が葉像と近似し，B濃度が異なる傾向にあっ

た。なお，果実と葉が隣接している状態では，一般に葉

像より果実像の方が明度と彩度が高くなる場合が多く，

同色系の王林像と葉像の間でも RGB の各濃度差が拡大

した。一方，強逆光の場合のように明度が約 70 以下に

なると，王林はもとよりふじでも果実像と葉像の RGB
濃度は近似し，それらの濃度差は僅少になった。

　色相（HSI 表色系（26），赤色を 0 と゚し－180 ～ 180゜

で表示）は，図 5．3（ d）に示すように，ふじが－30～

＋35 ，゚王林が 45 ～ 80 ，゚葉が 60 ～ 130 の゚範囲にあっ

た。ただし，明度が 70～ 90以下では両果実像，葉像と

も変動が大きくなった。熟した王林果実は葉より黄色味

が強い傾向にあったが，明度が約 70 以下に低下すると

暗い色調のため肉眼でも両者の区別が困難であった。

　（捨）σcとσ caveの分布　ふじ果実画像の処理過程にお

けるσ cとσ caveの分布例を図 5．4 に示す。対象果実は太

陽光が直射時のもので，撮影距離は 2,586mmであった。

（ i ）直射・陰影・樹冠内 （ ii ）弱逆光 （iii）強逆光

（ i ）直射・樹冠内 （ ii ）弱逆光 （iii）強逆光

（ａ）ふじ

（ｂ）王林

図5.2　リンゴ園果実の画像例

Fig. 5.2　Examples of fruit images in an apple orchard.
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同図（ a）の最左側が左カメラによる原画像，右側 2個

が合成カラー画像と距離画像である。距離画像の果実像

中央部分はハイライトの影響で緑色に表示されている

が，距離値は正常である。

　図（ b）の太実線は左右両果実像の重なりが一致した

時の x軸上のσ c 分布である。σ c は，果実像内部では

100 以下の凹型となり，輪郭付近では内部と外部の色較

差のため 300～ 500に急増している。果実像の周囲では

水平行間の色ずれのため横縞模様がみられ，上下方向の

画素に関する RGBの各濃度差が 30～ 60のため，σcは

300～ 1,500程度変化し，変動が顕著である。次に，1視

差刻み分だけ前後の視差距離における分布を見ると，点

線（前方側）と細実線（後方側）で示すように，両線と

も果実像中央では太実線に近似しており距離の違いの影

響があまり現れないが，合成像の輪郭付近では左右両画

像の位置ずれによる水平行間の色ずれが増加するため，

左右側各輪郭とも急増している。

　同図（c）は，左右両画像の重なりが一致した時のσ

cave とその成分について x軸上の分布状況を見たもので

ある。σ cave の成分は，合成像の画素ごとに各方向とも

果実像幅分で計算したものである。水平成分σcvxは，果

実像中央で最小のU字状になり，輪郭の外側になると急

増した。垂直成分σcvyは，果実像中央ではσcvxと同様で

あるが，輪郭付近では増加割合がσ cvx より大きくなっ

た。これはσcvyの計算範囲に占める輪郭外側の画素の増

図5.3　リンゴ園における果実像と葉像のRGB濃度及び色相
　　　 の比較例

Fig. 5.3　Comparison on values of RGB and Hue of fruit
　　　　　and leaf images in apple orchards: （a） R value,
　　　　　（b） G value, （c） B value, （d） Hue.

合成カラー画像 合成距離画像左原画像

（ｂ）ｘ軸上のσc分布

（ａ）左原画像，合成カラー画像及び合成距離画像

（ｃ）ｘ軸上のσcaveと各成分の分布

（ｄ）視差距離に対するσcaveと各成分の関係

図5.4　ふじ果実像のσcとσ caveの例

Fig. 5.4　An  example  of σc and σcave on an image of a
　　　　 ‘Fuji’ apple: （a） an  original  left  image,  a com-
　　　　 posite color image, and a depth image, （b） dis-
　　　　 tribution ofσc in the direction of x, （c） distribution
　　　　 of σcave and the components  in  the direction of
　　　　 x, （d） relationships  among  distance  by disparity,
　　　　 σ cave and the components.
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加割合が，輪郭に近い部分ほど急に大きくなったためで

ある。斜め成分σcvsは，σcvxとσcvyとの中間的な傾向に

なった。σ cave は各成分の総和平均なので，果実像中央

付近で最小のU字型になった。

　一方，王林の果実画像の場合は，図 5．5に示す例のよ

うであった。撮影条件は，太陽光が直射状態で撮影距離

が 2,582mm である。同図（ a）～（ c）の処理内容は前

図と同様である。距離画像ではGの明度で距離を区分し

たため周囲の葉像との区別が不明確であるが，σ c の分

布を見ると，同図（ b）のように果実像内部で 50 以下

の凹型になり，輪郭付近では内部と外部の色調が急変し

ているため 200～ 400に増加した。果実像の左側では同

系色の葉像が同じ距離付近にあり，誤対応によって低下

した。果実の右側にも葉があるが距離が異なるため，σc
は変動している。ただし，両像の色調が類似のため，σ c

の値はふじの場合ほど増大しなかった。

　また， 1視差刻み分だけ前後の視差距離におけるσc
の分布を見ると，前方側（点線）と後方側（細実線）と

も果実像中央で当該線（太実線）に近似している。しか

し輪郭付近では，ふじと同様合成像の両側とも色ずれが

増加するためσ c は急増しており，重なりの適否の判別

が可能である。

　RGB 濃度平均分散の水平成分σ cvxは，同図（ c）の

ように，果実像の内部でU字状になり輪郭の外側で増加

した。ただし，その増加割合はふじの場合ほど急激では

なかった。垂直成分σcvy及び斜め成分σcvsは，輪郭付近

で増加しているものの，果実像内部の 2倍程度で比較的

小さかった。このため，σ cave は果実像内部で最小のU
字型になったものの，果実周囲との較差はふじほど顕著

ではなかった。これは周囲の葉像の明度が低く，かつそ

の値が類似していたためである。

　以上のように，程度の差はあるものの，ふじ，王林の

果実像内部，あるいは王林と葉像間などのように同色系

画素で色相の差が小さい場合でも，明度や彩度に濃度差

があれば，σ c は色ずれのため増加し，左右画像の重な

り状態の判別が可能であった。

　また，合成像各画素のσ cave とその成分は，計算範囲

の中に占める輪郭部分と輪郭の内外の画素割合，及びσc
の分布状態で変化し，各成分の値は一般に輪郭部分の画

素割合が多くなるほど増大した。

　（赦）視差距離と果実像のσ caveとの関係　図 5．4と図

5．5の各図（ d）は，横軸に視差距離 Z s，縦軸に果実像

中央の画素のσ cave と各成分を取ってそれぞれの傾向を

見たものである。図中の縦線は果実の実距離Z 0を示す。

　ふじのσ cvxとσ cvsは，Z 0に近いほど合成像全体に占

める輪郭部分の横縞状領域の割合が減少するため，図

5．4（ d）に示すように Z sとともにV字型に変化した。

σ cvyは，果実像内部に占める上下方向の画素割合がこの

Z s 区間においてあまり変わらないため，変化が小さ

かった。それらの結果よりσ cave は，黒丸太実線のよう

にZ 0の 1～ 2視差刻み分手前で最小になり，V字型の変

化になった。このように，σ caveが Z sに対してVかU字

型の傾向で変化し，その最小値の小さいほど，σ cave と

位置ずれとの間に強い比例的関係が現れることになる。

　王林の場合も，図 5．5（ d）のようにふじと同様の傾

向であった。ただし，Z s が遠くなるほど，合成時に果

実とその周囲の葉像との重なり部分が増えたのでσcvyが

増加した。その結果σ caveは，Z 0の1～2視差刻み分手前

で最小のV字型となる変化を示し，位置ずれと比例的関

係にあった。

　（斜）σ cave及び各成分の特徴分類と頻度　Z sに対する

σ cave と各成分の関係の特徴は，変化傾向のタイプ，最

小値レベル，及び Z 0とσ cave最小値の距離との差を相当

分の視差で表すと次のようになった。

　ふじの合成像全てについて，上述の特徴別に分類して

合成カラー画像 距離画像左右原画像

（ｂ）ｘ軸上のσc分布

（ａ）原画像，合成カラー画像及び距離画像

（ｃ）ｘ軸上のσcaveと各成分の分布

（ｄ）視差距離に対するσcaveと各成分の関係

図5.5　王林果実像のσcとσ caveの例

Fig. 5.5　An  example  ofσc andσ cave on an image of an
　　　　 ‘Orin’ apple. （a） an original left image, a compo-
　　　　 site color image, and a depth image, （b） distri-
　　　　 bution ofσc in the direction of x, （c） distribution
　　　　 ofσcave and the components in the direction of x,
　　　　 （d）  relationships  among  distance  by  disparity,
　　　　　 σ cave and the components.
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比較した結果を図5．6に示す。σ caveとその成分の変化傾

向のタイプは，図 4（ d），図 5（ d）に一部見られるよ

うに，およそV・U型，W型，M型，N型（NとNの裏

文字型の 2種）及びA型（－，／，＼の 3種）に分けら

れた。それぞれの頻度割合は，図 5．6（ a）のようにな

り，σ cvx，σ cvs，及びσ caveではV・U型が約 75 ％を占

め，次いでN型が 15～ 20％であった。これに対しσ cvy

ではV・U型が約30％，W，M，N，A型が20～15％の

範囲にあった。

　最小値レベルは，σ caveを 200未満，200～1,000，1,000
～2,000，及び2,000以上の4段階に分けると，同図（ b）

のように，σ cvxでは 200 未満が約 50 ％と多く，次いで

200～1,000が約40％であった。σ cvyとσ cvsでは200未満

が減り，200～ 1,000と 1,000～ 2,000の割合が増加した。

それに伴いσ caveも200～1,000の割合が70％弱，1,000～

2,000が 20％になった。

　同図（ c）は，σ cave最小の Z sと Z 0との差を，視差刻

み単位⊿δの相当分で表し，σcaveと各成分についてその

発生頻度を調べたものである。図のように，各成分，σ

caveのいずれも－1が最も多かった。－2から＋1までの

分が占める割合は，σ cvyを除いてほぼ 90 ％以上となっ

た。

　一方，王林の場合は，σ cave とその成分の変化傾向タ

イプの頻度割合が，図 5．7（ a）のようになり，σ cvsと

σ caveではV・U型が約 80％を占めたが，σ cvxは 60％に

止まり，N型はそれぞれ 10 ％以下であった。σ cvyでは

V・U型が約 20％，W，M，N，A型が 15～ 20％の範

囲にあった。最小値レベルは，同図（ b）のようにσ cvx

では 200～ 1,000が約 90％と最も多く，200未満は 10％

以下であった。σ cvyとσ cvsでは 200未満が10％以下で，

200～ 1,000が 60％強，1,000～ 2,000が 30％前後であっ

た。このため，σ caveは 200 ～ 1,000 の割合が 70 ％弱，

1,000～ 2,000が30％になった。σ cave最小のZ sとZ 0との

差は，同図（ c）のように⊿δを単位として，各成分，

σ caveのいずれも－1が最も多く，30～ 40％であったが，

＋1もほぼそれに近い割合になった。－2から＋1までの

分が占める割合は，ふじと同様ほぼ90％以上となった。

　
（ａ）変化傾向のタイプ別頻度

　
（ｂ）最小値レベル別頻度

　
（ｃ）実距離との差に関するΔδ別頻度

図5.6　ふじのσ cave及び各成分の特徴別分類

Fig. 5.6　Classification of characteristics on σ cave and the
　　　　 components on a Fuji apple: （a） frequency on
　　　　  types of changeable tendencies, （b） frequency on
　　　　  levels of minimum-value, （c） frequency on types
　　　　 of ⊿δ between a real distance and a measured
　　　　 value

　
（ａ）変化傾向のタイプ別頻度

　
（ｂ）最小値レベル別頻度

　
（ｃ）実距離との差に関するΔδ別頻度

図5.7　王林のσ cave及び各成分の特徴別分類

Fig. 5.7　Classification of characteristics on σ cave and the
　　　　 components on an Orin apple: （a） frequency on
　　　　  types of changeable tendencies, （b） frequency on
　　　　  levels of minimum-value, （c） frequency on types
　　　　 of d-D between a real distance and a measured
　　　　 value.
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4．距離精度に及ぼす画像入力条件の影響

　（ 1）照度条件の影響

　前節の実験結果より，収穫期のリンゴ園における天空

照度（照度計受光部を真上にした値）は，午前 9時頃か

ら午後 1時頃までが 60～ 70klxで，その後徐々に減少し

て日没前後には 0.5 ～ 1.5 klx になった。果実面の照度

は，天空照度が 60klx以上である午後 1時頃までは，太

陽光直射時で 90klx 前後，曇りや樹冠内の散乱光下で 6
～12klxであった。

　果実像の明度は，図 5．8に示すように，逆光時を除け

ばカメラの自動露出機能によって果実照度とほぼ比例関

係にあり，果実照度が 1klx 以下でも 90（最大値の約

35％）以上の場合が多かった。逆光時では，背景が空な

どのように明るいほど急激に低下し，果実照度が 6 ～

10klxであっても 90以下になる場合（強逆光と呼称）が

見られた。

　果実像の明度と供試システムによる距離誤差の関係に

ついて，自然光の照射状態を直射光（順光時，ふじ 23
組，王林 7組）と散乱光（逆光時で明度 90 以上―弱逆

光と呼称―の分を含む，同 30 組と 12 組）に分けて図

5．9に示す。各明度のプロット点は 3～ 10個の合成像の

平均である。いずれの照射状態でも，明度の変化に対す

る誤差の変化は小さく，各明度での平均誤差は概ね－ 3
～ 0％の範囲に入った。

　各照射状態におけるσ cave の特徴を分類別に見ると，

直射光ではV・U型が約 95 ％を占め，最小値への収束

傾向が強かった。散乱光では，V・U型が約 66 ％と直

射光に比べ少なかったが，最小値レベル aの割合が約

60％と高かった。σ cave最小に関する⊿δは，－1と－2
の占める割合が直射光で 76 ％，散乱光で 79 ％であっ

た。

　以上のように，ふじ，王林とも果実像明度が 90 以上

の照度条件では，弱逆光時も含めて果実像と周囲との色

特徴が明確に異なり，RGB 各濃度の較差が大きかった

ため，σ cave の収束性が安定した。それゆえ，距離誤差

への影響はあまり見られなかった。

　なお，果実像面にハイライト部分や枝葉の陰影がある

場合でも，その濃淡の分布形状が左右両画像において明

瞭でかつ近似していれば，合成果実像面の位置ずれが最

小になった時にσ cave が最小になり，距離誤差への影響

は小さかった。ただし，果実面の陰影等が斑模様の場合

には，その明暗の分布形状が必ずしも左右両画像で近似

せず，σ caveの最小値が 1,000 以上で，V・U 型以外のタ

イプになることが多かった。

　（ 2）果実条件の影響

　 1）果実像の重なりによる影響　複数個の果実像が重

なり合う状態には，水平，上下，及び斜めの各方向の場

合がある。誤対応が最も発生しやすい水平方向の重なり

について，ふじの処理例を図 5．10 に示す。同図（ a）

の左側 2 枚は左右の各原画像で，果実像 a（Z 0 ＝

2,360mm）と b（同 2,581mm）の重なり度合は右画像の

方が左画像より大きい。右側 2枚はそれぞれの果実像の

σcaveが最小になったZ sにおける合成カラー画像である。

　同図（ b）は，上述の各視差距離画像における x軸上

のσc分布である。Z s＝ 2,317mmのσc線（太実線）は，

果実 aの領域内で低下し，その輪郭部分で増加した。果

実 b領域でも誤対応のため急減した個所があるが，その

部分を除けば，果実 b領域では Z s＝ 2,474mmのσc線よ

り大きな値になった。果実 bの Z 0に近い Z sのσc線（点

線）も同様の傾向で変化した。ただし，果実像 bのほぼ

中央から右側では，果実像 aの位置ずれによる横縞状の

色調が b領域まで及んだ影響で，両σ c 線の上下位置が

逆転している。このような位置ずれの影響は，重なり合

う二つの果実が前後に離れるほど大きくなった。

　同図（ c）は，果実像 a，b それぞれの中央付近に関

するσ cave及び各成分と Z sの関係である。果実像 a のσ

cvxとσ cvsは， a領域のσ cが小さいため最小値レベルが

低く，V・U 型の傾向で収束した。果実 bの各成分値

は， b領域でのσ cの変動が大きいため，σ cvyとσ cvsの

最小値がσ cvxより前方になり，σ caveの変化傾向は弱い

V型になった。王林についてもほぼ同様の傾向であっ

図5.8　果実照度と果実像明度の関係（ふじと王林）

Fig. 5.8　Relationship between an illumination of apples and
　　　　 the intensity of the images （of both ‘Fuji’ and
　　　　 ‘Orin’ apples）.

図5.9　果実像の明度と距離誤差の関係

Fig. 5.9　Relationship between the intensity of apple images
　　　　 and the error of distance.
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た。

　2個の果実像の重なり度合と距離誤差の関係（ふじ 17
組，王林 6 組）は，図 5．11 に示すようになった。Z 0は

1.7～ 4.3mの範囲であった。横軸は，対象果実の手前に

果実がある場合を正にとり，対象果実像の全体面積に対

する重なり部分の割合を表す。同図より，重なり度合が

±0.5以下であれば，距離誤差は概ね－3～2％の範囲に

入り，重なり度合が大きいほど，後方果実の距離が短く

測定される傾向が見られた。

　 2）果実と枝葉の重なり　王林の果実と枝葉の重なり

の例を図 5．12（ a）の左側の左右原画像に示す。中央

果実の右半分を枝と葉が遮る状態にあった。同図右側 2
枚はそれぞれ枝葉と果実の距離に最も近い Z s で合成し

た画像である。同図（ b）はそれらの Z sに関するσ cの

分布を見たもので，参考までにさらに一つ手前の Z s の

分も示してある。Z s＝ 1,573mmのσc線（太実線）は果

実領域で，1,601mm のσ c線（点線）は枝葉領域で，そ

れぞれ低下し，各輪郭部分で増加している。ただし，

1,573mm のσ c 線は，果実中央から左半分までは

1,601mm のσ c線とほとんど重なっており，色ずれの検

出が十分ではない。これは三原色のうちGの濃度が接近

していることに影響されたためと推測される。

　果実像に関するσ cave及び各成分と Z sの関係は，同図

（ c）のようであった。σ cvx は果実の実距離付近で最小

になるが，σ cvsはやや手前で最小になり，σ cvyは変化が

小さい。その結果，σcaveにはσcvxのV型変化の影響が強

く現れ，Z 0に近い 1,570mm で最小になった。枝葉の重

なりにも関わらず，距離推定がおおむね良好になされた

ことが分かる。

　
（ｂ）視差距離断面ｘ方向のσｃ分布

　
（ａ）原画像と合成像の例

果実ｂ　 果実ａ

左原画像 右原画像 視差距離2,317mm 2,474mm

　
（ｃ）視差距離とσｃａｖｅ及び各成分の関係

図5.10　ふじの果実同士の重なり画像におけるσcとσcaveの例 
Fig. 5.10　An example of σ c and σ cave on the images of
　　　　　overlapped Fuji apples: （a） examples of original
　　　　　image and composite image, （b） distribution of
　　　　　　σ cave and the components in the direction of x,
　　　　　（c） relationships among distance by disparity,
　　　　　　σ cave and the components.

図5.11　果実同士の重なり度合と距離誤差の関係

Fig. 5.11　Relation between the ratio of area of overlapped
　　　　　apples and error distance. 

　
（ａ）原画像と合成像の例

左原画像 右原画像 合成カラー画像
（視差距離1,573mm）

　
（ｂ）各視差距離におけるσｃの分布

　
（ｃ）視差距離とσｃａｖｅ及び各成分の関係

合成カラー画像
（同1,601mm）

図 5.12　王林果実と枝葉の重なり画像におけるσcとσcaveの例
Fig. 5.12　An example of σc andσcave on overlapped images
　　　　　of a Orin apple and a leaf from the Orin apple
　　　　　tree: （a） examples of original image and compo-
　　　　　site image, （b） distribution of σcave and the com-
　　　　　ponents in the direction of x, （c） relationships
　　　　　among  distance  by  disparity, σ cave  and  the
　　　　　components.
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　（ 3）撮影条件の影響

　撮影時における露出，ホワイトバランス，及び合焦の

自動調節は，強逆光時の露出不足以外は概ね適切に行わ

れた。

　 1）逆光時の影響　前述のように果実像明度が 90 以

上の弱逆光では，RGB 濃度分布の較差が明確になるた

め，σ cave の変化がV字型傾向となって収束性が強く，

距離精度への影響は小さかった。果実像明度がそれ以下

で，周囲の明度も低い強逆光では，果実像と周囲との

RGB 濃度の較差が小さいためσ caveの変化が小さく，距

離測定値の信頼性が低下した。ただし，同じ逆光の果実

像明度でも，周囲が明るい場合には，周囲との RGB 濃

度差が大きくなり，σ cave の変化がV字型となって距離

誤差が小さくなる場合があった。

　 2）果実像の大きさによる影響　式（5．1）で算出し

た果実像幅とσ cave最小値の関係（ふじ 48組）は，図 5．

13 の通りであった。果実像幅の計算値と実際値はほぼ

正比例の関係（相関係数 0.955）にあった。σ caveは，同

図（ a）のように果実像幅に反比例して変化し，16 画

素以下で 1,000以上になっている。ここで，16画素未満

と 16画素以上のグループに分け，Z sに対するσ caveの変

化傾向をタイプ別に見ると，前者では，同図（ b）のよ

うに各成分の最小値レベルが高く，かつ最小となる Z s
が一致しない場合が多くなるため，V・U型が減少し

M，N型が増加する。σcave最小の⊿δは，同図（ c）に

示すように，－ 2から＋1の間がそれぞれ30％前後とな

り，σ caveの収束性が低下した。そこで，σ caveが1,000以

上になるときの果実像幅画素数を限界画素数と呼称し，

一指標として用いた。

　王林（26組）では図 5．14に示すように，約 26画素以

下でσcaveが 1,000以上になり，限界画素数はふじと異な

るものの，σ cave の変化は同様の傾向であった。限界画

素数がふじより多くなった理由は，果実が周囲の葉と同

系色なので，果実像内部の領域が葉像よりかなり広くな

いと，両者の RGB 各濃度の較差が明確にならないため

である。

　これらの結果より，合成像内の果実像幅は，ふじで

16 画素以上，王林で 26 画素以上になるように，撮影距

離とズーム値の組合せを選択する必要のあることが分

かった。

　（ 4）本手法の適用に関する考察

　 1）供試システムの距離精度特性　以上の結果より，

供試システムの距離測定における適用条件の範囲をまと

めると，射）照度条件については，カメラの自動調節機

能を利用するものとし，照度が 1～ 90klxの範囲で，果

実像明度が逆光時を含めて 90 以上，捨）果実条件につ

いては，上記の明度であれば赤色系，黄緑色系両果実と

もに計測処理が可能であり，果実同士の重なりがある場

合は，その重なり度合が 0.5 以内であること，赦）撮影

条件については，モニタ上の果実像幅がふじで 16 画素

　
（ａ）果実像幅とσｃａｖｅ最小値の関係

　
（ｂ）σｃａｖｅのタイプ別頻度

　
（ｃ）実距離との差に関するΔδ別頻度

図5.13　ふじの果実像幅とσ caveの関係
Fig. 5.13　Relationship between the width of a Fuji apple
　　　　　image and σ cave: （a） relationship between the
　　　　　width of an apple image and the minimum value
　　　　　of σ cave, （b） frequency on types of changeable
　　　　　tendencies of σ cave , （c） frequency on types of
　　　　　⊿δ between a real distance and a measured
　　　　　value.

図5.14　王林果実像幅とσ caveの関係
Fig. 5.14　Relationship between the width of an‘Orin’ apple
　　　　　image and σ cave.
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以上，王林で 26 画素以上になるように，撮影距離と

ズーム設定値を組合せること，などが挙げられる。さら

に，画像処理過程でσ caveの最小値が 1,000以上になる状

況では収束性の低下に留意する必要がある。

　上記の条件の範囲内で，供試システムの撮影距離と距

離誤差との関係を整理（ふじ 99 組，王林 27 組）する

と，図 5．15 のようになった。誤差は，撮影距離 1.2 ～

3.5mまでは－ 4～ 2％にあり，3.5m以上では－ 7～ 0％

の範囲に拡大した。果実の機械収穫においてマニピュ

レータ・ハンド方式で収穫・把持や収納する作業を想定

すると，カメラから約 2mの範囲では誤差 2％以内が望

ましいので，さらに改良が必要である。その範囲外の 2
～ 4mにある果実を移動探索しながら距離・位置の測定

を行う場合には，上記の誤差範囲でも問題はないと思わ

れる。

　 2）問題点と今後の課題　画像入力における逆光時の

露出不足が問題点の一つとして挙げられる。その画像処

理上の対策としては，RGB の補正（76）などがあるが

必ずしも十分でない。撮影時点で逆光状態を感知して補

正（88）や撮影位置等の修正を行う方式が実用的と思

われる。また，測定距離 2mまでの距離精度を改善する

ためには，σ cave の収束性が満たされる撮影条件と画像

処理条件を明確にする必要がある。さらに，注視距離と

視差刻みの組み合わせ方式や前章で述べた対応問題対策

を適用した場合の検討も必要である。なお，本研究の測

定原理に基づく画像入力方式への改良や測定処理の高速

化など，ハードウェア面の検討も今後の課題である。

5．要　約

　供試ステレオ視システムについて，照度，果実及び撮

影の各条件と距離測定の誤差要因との関係，及びそれら

が測定精度に及ぼす影響を明らかにするため，収穫期の

リンゴ園画像を対象にして実験分析した。

　RGB濃度平均分散σ caveの変化タイプは，頻度割合で

V・U型が約 75 ％を占め，次いでN型が 15 ～ 20 ％で

あった。その最小値レベルでは 200 ～ 1,000 の割合が

70 ％で最も多かった。σ caveが最小になる視差距離と実

距離の差は，視差刻み分で－2から 1までの占める割合

がほぼ90％以上となった。

　各条件の結果より，赤色系と黄緑色系の両果実に対す

る本システムの適用条件の範囲は，照度が 1～ 90klxの

もとで，逆光時を含めて果実像明度が 90（35％）以上，

果実像の重なり度合が 0.5 以内，モニタ上の果実像幅が

ふじで16画素以上，王林で 26画素以上であった。

　上記の条件の範囲で供試システムの撮影距離と距離誤

差との関係を整理した結果，誤差は撮影距離 1.2～3.5m
で－4～2％，3.5m以上では－7～0％の範囲にあった。

マニピュレータ・ハンド方式で収穫・把持や収納する作

業を想定すると，カメラから約 2mの範囲で誤差 2％以

内が望ましいので，さらなる改良を必要とする。

第6章　立体形状計測と位置制御への

ステレオ視法の応用

1．緒　言

　ステレオ視計測法の応用として，機械収穫の際に果実

を収穫部（ハンド）で把持するために必要な果実の形状

計測と認識，及び収穫マニピュレータ先端のハンドを果

実に接近させるための制御に三次元視覚情報を利用する

方法について検討した。

　果実の形状計測に関する研究では，これまでトマト，

ミカン，イチゴなどを対象に，単眼カメラ，PSD，超音

波などの利用が試みられているが，識別，位置計測，及

び形状計測が別個の装置で行われるなど，一連の作業の

連携や経済性はあまり考慮されていないものが多い。ま

た，形状の計測に両眼ステレオ視法を適用した研究例は

見当たらない。ここでは，試作システムで果実の位置計

測を行ったのち，引き続きその形状計測に利用すること

を前提に，本研究の手法の適用性を実験的に調べた。

　一方，上述の手法で得られた果実や枝の形状に関する

測定値からそれらの姿勢や形態を判別・認識するために

は，輪郭の形状を判定することが必要になるが，リンゴ

園のような自然シーンの画像には多様な形状が含まれる

ため処理時間が長くなるのが一般的である。そこで，そ

の処理を高速化するため，デジタル画像における線の微

小部分に関する描画形式をパターン化して利用する画像

処理方式を検討した。

　また，収穫機械用のマニピュレータは，自由度が高く

柔軟な動作が可能な多関節型が有効であると予想され

る。ただし，その制御に際し，マニピュレータ各関節の

所要回転角を逆計算で求めることが必要になるが，移動

距離が長いときや接近経路上の障害物を避けなければな

らないとき，計算時間が増大したり，解が得られない場

合がある。そうした場合，リアルタイムの制御が困難に

なる事態が懸念される。そこで，ステレオ視計測で得ら

れた三次元視覚情報を用いてフィードフォワード的な動

作制御を行うアルゴリズムを考え，数式モデルのシミュ

図5.15　供試システムの撮影距離と誤差の関係

Fig. 5.15　Relationship between photographic distance and
　　　　　error on the experimental system.
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レーションによってその利用可能性を考察した。

2．果実形状のステレオ視計測に関する実験

　従来，受動的な方法である両眼ステレオ視による形状

計測は，平面や球面で構成された立体物のように，対応

づけのために必要な輪郭や境界などの特徴が顕著でない

対象物に対しては，不向きとされてきた。しかし，本研

究のステレオ視計測の原理は，左右両画像による合成像

の鮮明さを RGB 濃度分散で比較・判定し物体を検出す

る方式なので，対象物表面の色特徴に濃度分布があれ

ば，表面各部の位置の検出にも利用できるという特色が

ある。果実を対象にした場合でも，その表面の RGB 濃

度に高低差があれば，表面各部の三次元位置座標を求め

ることにより立体形状の計測に利用できる可能性があ

る。

　本節では，立方体形状のルービックキューブと丸いリ

ンゴ果実を供試して本手法による計測実験を行い，その

適用性について検討した。

　（ 1）左右画像合成による立体形状の計測

　測定原理は第 3章と同じである。すなわち，図 6．1に

示すように，平行な左右のカメラ（L，R）で対象物を

撮影したとき，一組の左右画像を視差距離断面ごとに点

Cから見た中央画面上で合成する。各視差距離の中央像

は，それぞれの視差距離に焦点を合わせて対象物を見る

ことと等価なので，その断面と物体表面との間に交差部

分があれば，鮮明な像として検出される。そこで，各中

央像間で同一座標の画素の RGB濃度平均分散σ caveを比

較し最も鮮明な画素を選定すれば，その画素に投影され

た像の三次元位置が判明する。これを対象物の表面全体

で繰り返すことにより，対象物のカラー情報と距離情報

が画素ごとに得られるので，その立体形状が分かる。例

えば同図で，対象物表面の点 PとQは，それぞれ視差距

離 Z i－ 1と Z iで鮮明になるので距離が分かり，投影像か

ら三次元座標とRGB濃度を得ることができる。

　なお，形状測定では， Z方向の測定範囲を対象物の奥

行き分とするだけでよいので，前章までの距離計測より

も探索距離範囲を狭くできる。ただし，表面形状を詳し

く知るためには，視差刻みを小さく，かつ視差距離断面

数を多く設定して距離分解能を上げる必要がある。

　（ 2）実験方法

　 1）対象物とステレオ視装置　供試対象物には，本手

法による形状計測の原理を検証し，かつ距離分解能が試

算通りに得られるかどうかを調べるため，対照区として

立方体形状のルービックキューブ（一辺 55mm）を，測

定対象として赤色系リンゴ品種ふじを，それぞれ選ん

だ。供試システムは，前章と同様 2台の CCD カラービ

デオカメラ（光軸間隔 300mm），ビデオキャプチャ PC
カード，サブノートパソコン，画像入力切替え器，及び

バッテリで構成した。

　カメラの焦点距離と撮影距離は，図 6．2に示す試作シ

ステムの距離分解能をもとに決め，左右のカメラは，対

象物が共通視野の合成範囲に入るように，それぞれ

12.8 の゚光軸角度で配置した。なお，画像処理に際して

は，第 2章の方法により平行ステレオ視の状態に換算し

た。

　 2）実験条件と方法　室内で供試対象物から約 1m離

れた斜め上方から，ズーム値を 200H ～ 300H として撮

影を行い，左右各画像をパソコンのハードデスクに保存

し，実験終了後一括して測定処理を行った。左右各画像

の解像度は320× 240画素（RGB 24bit ／画素）に設定し

た。画像処理で，σ cave の比較計算範囲は，対象物像幅

の 1 ／4～ 1 ／1までとした。距離の校正にはレーザ距離

計による測定値を用いた。

　（ 3）実験結果と考察

　 1）ルービックキューブに関する結果　原画像（焦点

距離 24.4mm）の例を図 6．3に示す。注視距離 990mm，

図6.1　三次元形状の計測原理

Fig. 6.1　Measurement principle of three dimensional shapes
　　　　 on an object.

図6.2　視差距離と分解能の関係

Fig. 6.2　Relationship between distance by disparity and
　　　　 distance resolution.
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視差刻み 5画素（距離分解能約 10mm），視差距離断面

の個数11個（距離範囲941～1,044mm），RGB濃度分散

の計算範囲 4画素，平均分散の比較範囲 30～ 60画素で

処理した結果は以下のようであった。

　（射）左右画像の重なり状態と色濃度分布　処理途中

の合成状態を図 6．4に示す。各図において輪郭が鮮明に

なっている部分は，左右画像の重なりが一致した視差距

離断面上にある。ルービックキューブを構成する小ブ

ロックの輪郭同士が重なりあう部分は，線の鮮明さ（横

縞状態の有無）を比較することによって重なり状態の判

別が容易であるが，小ブロック内の平面部分では横縞模

様が現われ難いので必ずしも明確ではない。そのため，

σ cave の比較計算範囲は，輪郭が含まれるように小ブ

ロック幅の区間長より大きく設定する必要がある。

　（捨）視差距離とσ cave 及び各成分の推移　注目点を

ルービックキューブの最前端からやや左寄りの側面部分

（Z 0＝ 976mm）に取り，その点の Z sとσ cave及び各成分

との関係を求めた結果が図6．5である。σ caveの比較計算

範囲は 50 画素（画像上で小ブロック約 1.5 個分）とし

た。結果は，図のようにσ caveの各成分とも 980mm付近

で最小となり，Z 0 に近似した。ただし，各値について

は，σ cvxが 400程度だったのに対し，他の成分では垂直

方向の色特徴の変化が大きいため 1,000 前後と高くなっ

た。その結果σcaveの値も約950と高くなったが，前後の

Z s に関する値よりも小さく，明確な落ち込みの傾向が

見られた。σ caveの比較範囲を 40～ 60画素にした場合も

ほぼ同様であったが，その範囲以外では各線の変動が大

きくなった。

　（赦）合成処理結果　図 6．6 は，前述の条件で処理し

た後の合成カラー画像と距離画像である。同図（ a）の

合成カラー画像は，キューブの白色部分と左右側方及び

後方部分を除き，おおむね適切に元の立体像を再現し

た。白色部分は RGB 濃度差が小さいため合成が不良状

態になった。また，左右側方と後方は走査範囲及び距離

探索範囲の限界に近いため，σ cave の比較が適切に行わ

れず，鮮明な画像にはならなかった。

　同図（ b）の距離画像は，合成像の各画素に含まれる

三原色の中で最も濃度が大きい原色について，距離が近

い場合ほど明度が高く表示されるように描画したもので

ある。図によると，前端に近い部分ほど明るい傾向が見

られたが必ずしも明確ではなかった。そこで，同図の x
軸上における視差距離の分布を図 6．7に示した。同図の

　
左原画像

　
右原画像

図6.3　供試ルービックキューブの撮影画像例

Fig. 6.3　An example of pairs of images on a Rubic-Cube
　　　　 specimen.

　
（ａ）視差距離968mm

　
（b）992mm

　
（d）1,044mm

　
（c）1,017mm

図6.4　合成過程のカラー画像例

Fig. 6.4　An example of color composite images in process.

図6.5　視差距離とσ cave及び各成分の関係

Fig. 6.5　Relationships among distance by disparity,σ cave,
　　　　 and the components.

諮 諮

　
（ａ）合成カラー像

　
（b）距離画像

図6.6　合成結果

Fig. 6.6　Results of composite image processing: （a） color
　　　　 composite image, （b） depth image.
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ように，中央部分の左側では前方に，右側では後方に，

それぞれ偽像の発生のため大きな誤差が生じているが，

他の部分ではおおむね対象物の前辺に沿って計測されて

いることが分かった．

　以上より，視差距離断面ごとに左右両画像から中央画

像を合成すると，輪郭部分では，対応する左右の線の傾

斜状態が異なるような場合でも，視差距離断面との交差

状態が明確になるため，σ cave の比較による鮮明さの判

定が容易であり，左右両画像の対応づけが適切になされ

た。輪郭に囲まれた平面の場合には，画素ごとの対応づ

けは難しいが，輪郭を含むようにσ cave の比較範囲を設

定すれば，その変化傾向が明瞭になり，距離の推定が概

ね可能なことが分かった。

　 2）リンゴ果実に関する結果　（射）色濃度分布　図

6．8 は，供試システムの左斜め上方約 30 か゚ら人工光を

照射して撮影（ f＝24.2mm）した，ふじ（直径81mm×

高さ 80mm，最短距離 929mm）の左右各原画像（a，b）

の例と左原画像のR濃度分布像である。果実表面の明度

分布は，前面の一部が照射光で飽和しているが，周囲に

向かうに従い同心円状に徐々に減少する傾向にあった。

　（捨）視差距離とσ cave及び各成分の関係　果実像のほ

ぼ中央を注目点にとり，注視距離 980mm，視差刻み 5
画素，視差距離断面数 9枚として処理した結果，視差距

離とσ cave及び各成分との関係は，図 6．9 に示すように

なった。σ caveの比較計算範囲は 40 画素である。各成分

とも視差距離が 930mm 前後で最小になっており，実測

値に近い結果が得られた。ただし，いずれの成分も最小

値への落ち込み傾向が緩やかなU字型形状のため，距離

の推定に誤差が入りやすい状況であった。

　（赦）合成処理結果　合成処理結果を図 6．10に示す。

同図（ a）は合成カラー画像であり，原画像に近い色調

に合成された。同図（ b）は距離画像で，視差距離断面

ごとに彩色を変えて表示した。視差刻みが 4画素なので

距離分解能は約 7mm となり，果実の表面形状が 9 段階

の奥行き区分で表示されている。右下方部分の視差距離

区分が実距離より手前になっている点を除けば，おおむ

図6.7　ｘ軸上の距離分布例（矢印部分を通る水平線上）

Fig. 6.7　Distribution of distance on x axis （indicated by
　　　　 an arrow）.

　
（ａ）左原画像

　
（ｂ）右原画像

　
（ｃ）Ｒ濃度画像

図6.8　果実ふじの左右両原画像と左画像のR濃度画像

Fig. 6.8　A pair of original images and R-intensity image
　　　　 of the left image on a ‘Fuji’ apple.

図6.9　視差距離に対するσ caveと各成分の関係

Fig. 6.9　Relationship of σ cave and the components to
　　　　　distance by disparity.

諮 諮

　
（ａ）合成カラー画像

　
（b）距離画像

図6.10　合成処理結果

Fig. 6.10　Results of composite image processing.

図6.11　前図（a）の矢印部分の推定距離

Fig. 6.11　Estimated distance of the part indicated by an
　　　　　arrow at the previous figures.
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ね実距離に近い距離分布であった。なお，中央水平線

（矢印）上の距離測定線は，図 6．11に太実線で示すよう

に視差距離ごとに階段状になっているが，その傾向は

レーザ距離値による外形線に概ね近似していたことが分

かる。

　 3）考察　撮影時の照明条件の影響は，カラー画像で

はあまり見られないものの，距離画像では濃度勾配が小

さくなる照明状態ほど誤対応による誤差が増加する傾向

となって現われた。結局，本手法による立体形状の計測

は，果実表面の輝度や色調の濃度勾配がおよそ 20 以上

であるときに利用可能なことが分かった。

　誤対応対策としては，σ cave の比較計算範囲を対象物

の主な輪郭の幅と同等かそれ以上に取った場合に有効な

ことが多かったが，その範囲を広くするほど表面の凹凸

形状が平均化されることになるので，その適切な決定基

準についてはさらに検討する必要がある。

3．線要素パターン方式による輪郭形状の取得

　ステレオ視で計測した果実や立体形状物の傾き及び姿

勢を把握するための手法として，直線や円弧の線要素パ

ターンとその特徴値を予めテーブルデータにしておき，

物体の輪郭各部の検出と照合にそれらを用いる方式につ

いて，その原理と線要素の検出精度について検討した

（82）。

　（ 1）原理

　物体の形状を輪郭によって判定する方法には，微分オ

ペレータ等で輪郭の各点を検出し，それらに順次回帰式

を当てはめる方式（41）やテンプレートとの一致度を

みるパターン認識方式（43）がある。最近ではさらに

改良ハフ変換による直線や円の検出（102），ニューラ

ルネットワークや遺伝アルゴリズムを用いたパターン検

出（44）などの方式も試みられている。物体の輪郭に対

するこのような操作は，画像の点の連結に対する直線・

曲線の区別，傾きの把握など線の形状を判別する処理に

ほかならない。

　コンピュータ内部で取り扱われるデジタル画像では，

画素が図 6．12 のように正方格子状に配置されるので，

線は縦と横方向の画素の組み合せで表され，線が滑らか

であればその描画様式は線の太さや傾きによってほぼ定

まるという特徴がある。例えば，太さが一様な直線は，

同図中に示したAのように，傾きに応じた画素パターン

の繰り返しで，曲線は，同図中Bのように接線角度の変

化に伴い画素の連結方向が徐々に変化する形式で描かれ

る。また，ほとんどの滑らかな線は，種々の直線や円弧

の画素パターンの組み合せで表される。

　そこで，線の形状を判別する方法として，上述のよう

な描画上の制約条件を前提に，予め線の形状とそれを構

成する微小部分の画素パターンとの関係を求めておき，

画素の連結状態が検出されたときにそれらと照合する方

式が考えられる。

　こうした考え方に類するものとして，角度検出用の

Kirschのオペレータ（90）や平面形状検出用の大津らの

オペレータ（59）などがあり，いずれも 3× 3画素（以

下セルと呼称）をパターン範囲とし，パターン数をそれ

ぞれ 8 及び 25 個に設定している。ただし，これらのオ

ペレータでは常にセル中心の画素に関するパターンを検

出しなければならないため，画素を一つずつ走査する必

要がある。

　本節の方式では，画像走査処理の高速化を図るため，

走査がセル単位で済むように，滑らかな線がセル内で取

り得る要素パターンを 3× 3画素単位で予め全て調べて

おくことにする。その場合図 6．12 の太線枠で示すよう

にパターン数が多くなるものの，処理対象の面積は 9分

の 1に減少する。なお，要素パターンの画素範囲は， 2
値画像で n× n画素としたとき，パターン総数が 2の n
× n乗となり nとともに急増するので，実用上 n値は 3
が適当と思われる。

　一方，線の形状判別に関し，線の形状と画素の連結パ

ターンの関係を角度の面からみたとき，直線の場合には

連結パターンの平均角度が一定なのに対し，円弧の場合

にはその変化割合が一定となる。そこで本方式では，線

要素パターンの傾きの状態を検出し，それらが上述のど

ちらの性質に属するかによって直線部分か円弧部分かを

判定することにした。

　画素の連結状態をセルで区切ると，各セル内の画素状

態が明確になる反面，隣接セルとの関係が分かりにくく

なる。その関係を把握するために必要なパターン因子

は，①線の太さや領域内の位置に関係する画素数，②パ

ターンの方向性を表す角度，③画素の集合状態を表す画

素の重心，及び④隣接セルとの連結状態を表す辺パター

ンなどである。本節ではこのうち①と②を用いて隣接セ

ルとの関係を調べた。

　線要素パターンの形状と角度の関係は，①角度が特定

されるもの，②方向性に広がりのあるもの，及び③方向

性の不定なものに分けられる。このうち②のパターンに

ついては，種々の傾きの直線をセル単位で走査したとき

の出現頻度分布から代表的な角度が求められるので，本

節では①と②のセル（角度セルと呼称）について，予め

図6.12　デジタル画像における線の描画例

Fig. 6.12　Examples of drawing lines at a digital image.
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対応する代表角度を決めておき，線の傾き角度の検出用

として用いた。

　（ 2）画像処理手順

　本方式の画像処理は，図 6．13 のフローチャートに示

すように，（ a）事前に線要素パターンと線の形状を関

係付けるためのパターンテーブルファイルの作成と，

（ b）作業時に用いる形状判別処理の二つに大別される。

（ a）では，①モニタ画面内における種々の形状の直線

と円弧のテンプレートの描画，②セルの走査による画素

パターンの収集と番号付け，③角度セルの検出と代表角

度の決定，及び④線要素パターンファイルの作成の各処

理を行う。

　（ b）では，まず①上述の線要素パターンファイルを

入力して初期条件を設定する。次に②カメラから画像を

入力し，③ 2値化とフィルタリングによって目標物を抽

出する。得られた 2値画像について，④セル走査により

線要素パターンを検出するとともにラベリングを行う。

それらの結果をもとに，⑤輪郭各部の角度セルから平均

角度を求め，⑥輪郭全体の角度分布の特徴から線の形状

を判定する。この後に物体の全体形状に関する判別処理

が必要になる。農作業時の画像処理では②～⑥を繰り返

す。

　（ 3）適用例

　 1）線要素パターンテーブルの作成例　横×縦が 640
× 400 画素の15インチモニタ画面内では 1セルが約

1mm四方で表されるので，テンプレートの作画条件は，

寸法が約 20 画素以上で輪郭が滑らかな物体を対象に表

6．1 のように設定した。作画にあたっては，各傾きの直

線は長さと幅をともに 1 ／ 10 画素刻みとして式（6．1）

で，また各半径の円弧は中心角を 1 ／10度刻みとして式

（6．2）で，それぞれ浮動小数点計算のあと整数化して

x， yの座標値を算出した。一本の直線または円弧を描

画するたびにセル単位の走査を実施し，パターン形状を

9次元の配列データとして検出し番号付けを行った。そ

の際 1セル当たりの線の構成画素数が 3～ 6のセルは角

度セルとみなして代表角度を調べた。なお，画面上 x軸

を右向き， y軸を下向きにとり，直線の傾きは水平から

反時計回りの角度で表した。

　直線：

　　x＝x 0－L・cosθ－ t・sinθ＋ 0.5
　　y＝y 0＋L・sinθ＋ t・cosθ＋ 0.5 （6．1）

　円弧：

　　x＝x 0－ r・cosδ＋ 0.5
　　y＝y 0＋ r・sinδ＋ 0.5 （6．2）

ここで，x 0，y 0 は中心座標， Lは長さ， t は幅， r は

半径，θは傾き角度，δは中心角。なお，単位は，長さ

が画素，角度がラジアンである。

　その結果パターン数は，図 6．14 に示すように直線の

傾き角度の間隔を狭く設定するほど多くなり，その間隔

が 5 以゚下でほぼ飽和状態になった。そのときのパター

ン数は円弧テンプレートとの合計で 162個，角度セル数

は 110個であった。角度セルの代表角度は約 23 の゚倍数

（ａ）線要素パターンファイルの作成
　

（b）線形状の判別処理
　

図6.13　画像処理手順

Fig. 6.13　Procedure of image processing.

表6.1　線要素パターンテーブルの作画条件

Table 6.1　Drawing conditions for a pattern table of line
　　　　　 elements.

形　状 項　目 条　　件 備　　考

直　線 長　さ 80画素
太　さ 1～5画素
傾　き 0～360゜ 角度パターン

（1～60 間゚隔）
円　弧 半　径 10～180画素

（10画素間隔）
太　さ 1～5画素
中心角 360゜

図6.14　直線の傾き角度間隔とパターン数の関係

Fig. 6.14　Relationship between angle intervals of line
　　　　　 slopes and number of patterns.
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で表されるものが多く，円周を 16 等分した角度

（22.5 ）゚に近似した。なお，パターン数には各直線の末

端パターンも含まれている。これらの結果より，線要素

パターンテーブルは，直線の角度間隔を 5 に゚した場合

について，各セルのパターンに番号と代表角度を対応さ

せて作成した。

　 2）作画画像の処理例　図 6．15 に作画画像の処理過

程を示す。同図（ a）の長方形は式（6．1）で長さ 160
画素，幅 15 画素，傾き 20 と゚して，円形は式（6．2）で

半径を 50 画素として，それぞれコンピュータ内部で描

画したものである。

　同図（ b）は（ a）の小枠内のパターン状況であり，

図中の数字は当該画素が画像領域の構成要素であること

を示す。輪郭付近では，パターンテーブルに規定された

角度セルよりも，角度の不明確なセルの方が多くなっ

た。輪郭の傾きはこれらのセルが連結した状態で表され

る。

　同図（ c）～（ e）は各領域の輪郭セルである。それ

らの抽出は，セル当たりの線構成画素数が 1～ 8個のセ

ルと隣接するセル，及びセル内の全画素が線構成要素の

場合は少なくともセルの一辺が非画像領域に接するもの

という基準で行った。

　同図（ c）の数値は輪郭セルのパターン番号であり，

番号 7はセル内の画素が全て線構成要素である。長方形

と円弧の交差部分あるいは長方形の辺同士の交差部分で

は，該当するパターン番号がないため図には表示されず

空白になっている。

　同図（ d）は輪郭付近の各セルの角度を表す（単位は

［ ］゚，180 は 0 を゚意味する）。各値は，上述のような輪

郭セルのパターン状況を考慮し，同図（ c）の小枠で示

すように各セルの近傍 3× 3セルで作られるパターンを

角度セルのパターンにあてはめて求めた。長方形の斜辺

部分をみると，各セルの検出角度は 0 ～ 28 で゚実際の傾

きとの差が大きい。しかし，さらに各セルの近傍 3 × 3
セルの値を平均する（小枠で例示）と同図（ e）のよう

にほぼ 5 以゚内の誤差に収まった。円弧についても同様

であった。

　以上のような操作を輪郭全体に実施して角度変化を調

べた結果，長方形の斜辺部分は直線，円の輪郭は円弧と

適正に判別された。

　（ 4）考察

　 1）線の形状要素の検出精度　線の主な形状要素であ

る直線の傾き角度，円弧の接線角度及びその曲率半径に

関する検出精度は次のようであった。

　（射）直線の場合　その傾き角度の検出精度は，式

（6．1）で長さ 20～ 150画素，幅 2画素の直線を 3 か゚ら

98 ま゚でほぼ 5 お゚きに描画し，3 × 3 セルのパターンか

ら代表角度を求め，各長さに対する平均角度を算出し

た。結果を図 6．16に示す。誤差は，長さ 20画素のとき

全体的にほぼ 5 の゚範囲に収まったが，傾きが 50 及゚び

70 付゚近で 7～ 8 に゚なった。これは線の末端がセル内で

中途となって角度計算に影響を及ぼしたためである。そ

のため傾き角度の検出では最低 6× 6セル程度の範囲が

必要である。長さが 50 画素以上では誤差がさらに小さ

くなる傾向にあり，全体的にみると直線の傾きの検出精

度は長さ 20画素以上について約5 で゚ある。

　（捨）円弧の場合　接線角度の検出精度は，半径 30～

120 画素の場合について，接線角度 15 ～ 165 の゚範囲で

周長約 6セル分の円弧を 15 間゚隔で順次描画し，図 6．15

　
（ａ）2値画像

　
（b）画素パターンの例

　
（ｃ）パターン番号

　
（ｄ）セルの角度

　
（ｅ）3×3セルの平均角度

図6.15　 2値画像の処理例

Fig. 6.15　An example of image processing on binary
　　　　　 images.

図6.16　直線の傾き角度の検出結果

Fig. 6.16　Results of detection on line slope.
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（ e）と同様に 3 × 3 セルの平均角度を求める方法で調

べた。その結果は，図 6．17 に示すように，半径が小さ

いほど誤差が大きくなる傾向がみられたが，いずれの半

径でもおおむね5 以゚内の誤差範囲にあった。

　次に，曲率半径は，半径30～160画素，中心角約 5～

110 の゚範囲で，円弧の両端で検出された接線角度と両

座標間の弦長 s から式（6．3）で算出した。曲率半径を

r’，中心角δをとすると，

　　r’＝ s ／√｛2・（1－ cosδ）｝，

　　δ＝θ1－θ2 （6．3）

ここで，θ1，θ2は円弧両端の接線角度。

　その結果を図 6．18 に示す。δを横軸に，計算による

曲率半径と円弧の原半径との比（半径比）を縦軸にとっ

て原半径別に表した。半径比は，δが約 60 以゚下では 1
の上下に散らばりが大きい。中心角が比較的小さい円弧

では接線角度の誤差が小さくても曲率半径の算出に対す

る影響は大きくなった。δが 80 以゚上ではいずれの半径

でもほぼ 0.9 ～ 1.1 の範囲に収まった。計算精度は約

10％であった。

　 2）果実画像の処理例　実際のビデオカメラ画像に対

する本手法の適用性を見るため，収穫期のリンゴ園で撮

影した逆光状態の果実画像の処理例を図 6．19 に示す。

処理方法は，カラーの原画像（同図（ a））に対し RGB

の各信号を移動平均後，輝度（256 階調）のしきい値

100 以下をアクティブ（黒色で表示）とする 2 値化を行

い，以後前述の処理手順にしたがって輪郭セルの角度を

検出した。

　同図（ b）は抽出された輪郭の一部であり，輝度の高

い葉の部分が消失したが，果実と枝の輪郭は原状に近

い。各部の角度は同図（ c）のように，おおむね妥当な

結果が得られた。ただし，ノイズ等の影響で不良の個所

もあり，線の形状判別のためにはさらに検討が必要であ

る。

　なお，処理手順②から⑤までの所要時間は，パソコン

（CPU：インテル 486ODP，50MHz，C言語）で約 8秒，

各処理の時間割合は，②のファイル入力（640 × 400 ×

3Byte，EMSメモリから）が 25％，③が 34％，④のパ

ターン検出が 12％，ラベリングが 22％，⑤が 7％とな

り，ファイル入力時以外では 2値化とラベリング処理の

割合が高かった。

　以上のように，モニタ上の作画像に対する基礎的な検

出精度はほぼ十分であり，また実際のビデオ画像にも適

用可能なことが分かった。線の交差部分の処理対策，ノ

イズ対策，2 値化・ラベリング処理の高速化が今後の課

題である。

4．収穫マニピュレータの位置制御への応用

　本節では，本研究のステレオ視法を用いて三次元空間

内のいくつかの視点座標値を取得し，それらの視点座標

と基本動作パターンを利用して収穫マニピュレータの接

近動作を行う制御方式について考察するとともに，その

接近精度を数値シミュレーションによって検討した

（81）。

図6.17　円弧の接線角度の検出結果

Fig. 6.17　Results of detection on tangent angles of arc.

図6.18　円弧の曲率半径及び中心角の推定

Fig. 6.18　Estimation of radius curvature and central angle.
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　（ 1）視点座標と基本動作パターンを利用した制御則

　収穫機本体が静止しているとき，マニピュレータの動

作空間は，その自由度によって決まる一定の範囲内に限

定される。そこで，その範囲内に予めいくつかの位置を

定め（所定点と呼称），基点からそれぞれの点に到達す

るために必要なマニュピレータ各部の動作データ（各関

節の回転角度，速度，トルクなどのデータ）をまとめて

基本動作パターンとして記憶させておき，目標点への動

作制御量を計算で求める際には，その近傍にある所定点

への基本パターンを利用する，という制御方法が考えら

れる。このようなフィードフォワード的制御とフィード

バック制御の組合せが採用されると，マニュピレータの

運動に関する方程式を逆計算によって解く場面が少なく

なるので，制御計算を容易かつ高速に行うことが可能に

なると予想される。

　 1）視点座標と所定点の設定　ステレオ視システムが

収穫機本体に装着され，カメラヘッドが上下，左右に回

転できる状態のとき，所定点の位置座標は，カメラヘッ

ドからの距離 r，視線の上下角度φ及び左右角度ψの視

点座標で表される。基本動作パターンを予め与える所定

点は，数が多いほど目標点との相対的距離が短くなり利

用上有利であるが，一方メモリ量が多数必要になる。こ

こでは所定点を，視点座標の各変数がそれぞれ一定間隔

となる平面（曲面）の交点上に定め，所定点と目標点の

位置関係がカメラヘッドからの距離と角度で比例的に表

すことができるように設定する。

　 2）目標点の動作パターンの計算方法　目標点の動作

パターンを簡単に求めるには，図 6．20 のように目標点

Pを囲む 8 個の所定点（1 ～ 8）を一組とし，各点の

データと位置関係をもとに比例計算で補間を行えばよ

い。すなわち，まず P（r，φ，ψ）を通る r 面と，所

定点 1及び 4を通るψ 1 及びψ 4 面との交線上に投影し

た点 P’，P’’の動作パターンを求め，次にそれらと P の

ψ方向の比例関係より Pの動作パターンを算出する。点

P’の動作パターンは，ψ 1 面上で r，φと動作パターン

因子（例えばある関節の回転角度 θ）の関係が図 6．21
のように三次元上で平面構造で表されれば，所定点 1，

2，5 及び 6 の値より比例計算で求められる。点 P’’につ

いても同様である。したがって，目標点 Pに関する動作

パターンの 1因子θの計算式は次のようになる。

　　θ＝B1（r－ r 1）（φ－φ1）（ψ－ψ1）

　　　　＋B2（r－ r 1）（φ－φ1）

　　　　＋B3（φ－φ1）（ψ－ψ1）＋B4（r－ r 1）（ψ－ψ1）

　　　　＋B5（r－ r 1）＋B6（φ－φ1）＋B7（ψ－ψ1）

　　　　＋θ1 （6．4）

ここで，r，φ，ψ及び θ の添字は所定点番号を示す。

また係数B1～B7は次式で表される。

　　B1＝（θ7－θ8－θ6＋θ5－θ3＋θ4＋θ2－θ1）

　　　　 ／（r2－r1）（φ5－φ1）（ψ4－ψ1）

　　B2＝（θ6－θ5－θ2＋θ1）／（r2－r1）（φ5－φ1）

　　B3＝（θ8－θ4－θ5＋θ1）／（φ5－φ1）（ψ4－ψ1）

　　B4＝（θ3－θ4－θ2＋θ1）／（r2－r1）（ψ4－ψ1）

　　B5＝（θ2－θ1）／（r2－r1）

　　B6＝（θ5－θ1）／（φ5－φ1）

　　B7＝（θ4－θ1）／（ψ4－ψ1） （6．5）

式（6．4）及び（6．5）は他の動作パターン因子につい

　
（ａ）果実原画像

　
（b）輪郭の検出結果（一部）

　
（ｃ）輪郭セルの平均角度の例（単位：度）

図6.19　リンゴ果実画像の処理例

Fig. 6.19　An example of image processing on apple
　　　　　 images: （a） original image of apples, （b） result
　　　　　 of  detection  on  the  contour  （a  part）,  （c） 
　　　　　 examples of average angle on cells of contour.
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ても同様に成り立つ。

　ところで，式（6．4）の各係数は所定点 1 ～ 8 の視点

座標と動作パターンで決まる定数なので，これらの係数

を所定点（例えば点 1）に関する特性値とみなし予め算

出してメモリに格納しておけば，目標点の動作パターン

は，その視点座標に最も近い所定点（点 1）を見つけ出

すことにより容易に計算できるようになる。

　 3）制御アルゴリズム　マニュピレータ先端の接近動

作に関する本方式の制御アルゴリズムをまとめると次の

ようになる。まず，①先端の動作空間内に視点座標に基

づく所定点を定め，各点について基本動作パターンを決

定し，式（6．4）の係数を算出してメモリに格納する。

次に，②目標点の視点座標を入力し，③その付近の所定

点を探して式（6．4）で動作パターンを計算する。さら

に，④先端の現時点の視点座標を入力し，③よりその動

作パターンを求める。⑤それぞれの動作量の差から先端

を目標点まで移動させるための所要動作量を求め，⑥ハ

ンドの各関節の駆動命令を出力する。なお，移動経路

（軌道）上に障害物などがある場合には中継点を設定し，

その点までの動作パターンを算出して使用する。

　（ 2）数値シミュレーションによる接近精度の検討

　本方式による制御計算では，所定点 8個で 1ブロック

を構成して利用するので，各所定点間の距離，目標点と

の位置関係，動作パターンの様式などによって式（6．4）

の結果が影響を受けることになる。そこで，所定点の設

定状態と接近精度に関する特性を，簡易マニュピレータ

を対象にした数値シミュレーションによって検討した。

　 1）簡易マニュピレータの動作概要　マニュピレータ

の主な仕様を表 6．2に示す。先端の移動の自由度は，肘

関節部分を駆動可能にしたため，胴，肩及び肘の 3であ

る。各関節は直流モータのON－OFF制御で独立かつ同

時に駆動できる。動作概要を図 6．22（ a）に示す。カ

メラヘッドは胴軸上肩面から 20 cmの位置への装着を想

定した。マニュピレータ先端の動作範囲は，視点座標で

r＝ 13～ 42 cm，φ＝－ 70～ 0 ，゚ψ＝ 50～ 130 で゚ある。

一例としてψ＝ 70 断゚面での動作範囲は同図（ b）のよ

うになる。

　 2）数値シミュレーションの方法と計算条件　目標点

に対する先端の接近精度は，基点から目標点に到達する

ために必要な各関節の回転角度を本方式で得ることによ

り先端位置を算出し，その位置と目標点との直線距離を

接近誤差として表す方法で求めた。なお，供試マニュピ

レータ先端の r 方向の動作範囲が，同図（ b）のように

他の方向に比べて狭く，所定点を等間隔に設定するのが

難しいため，不等間隔でも取り扱えるように式（6．4）

を以下のように修正して使用した。

　　θ＝｛B11（r－ r 8）＋B12（r－ r 5）＋B13（r－ r 4）

　　　　＋B14（r－r 1）｝（φ－φ1）（ψ－ψ1）＋｛B21（r－ r 5）

　　　　＋B22（r－r 1）｝（φ－φ1）＋B3（φ－φ1）（ψ－ψ1）

図6.20　目標点と所定点の位置関係

Fig. 6.20　An illustration of an objective point and fixed
　　　　　points.

図6.21　動作パターン構造の模式図

Fig. 6.21　An illustration of a pattern structure of action.

構　　造 関節型
動作自由度 3
胴体旋回範囲 115゜
上腕回転範囲 241゜
制 御 方 式 ON－OFF制御

表6.2　供試マニュピレータの仕様

Table 6.2　Specification of an experimental manipulator.

図6.22　供試マニュピレータの動作概要

Fig. 6.22　Outline of action on an experimental manipulator :
　　　　 （a） outline of action, （b） action range of a
　　　　　fingertip.

　
（ａ）概要

　
（b）手先の動作範囲

リンゴ収穫の機械化に必要なステレオ視システムの開発
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　　　　＋｛B41（r－ r 4）＋B42（r－ r 1）｝（ψ－ψ1）

　　　　＋B5（r－ r 1）＋B6（φ－φ1）＋B7（ψ－ψ1）＋θ1
（6．6）

ここで，

　　B0＝（r 7－ r 8）（φ5－φ1）（ψ4－ψ1）

　　B11＝（θ7－θ8）／B0， B12＝－（θ6－θ5）／B0
　　B13＝－（θ3－θ4）／B0，　　　B14＝（θ2－θ1）／B0
　　B21＝（θ6－θ5）／（r 6－ r 5）（φ 5－φ 1）

　　B22＝－（θ2－θ1）／（r 2－ r 1）（φ 5－φ 1）

　　B3＝（θ8－θ4－θ5＋θ1）／（φ5－φ1）（ψ4－ψ1）

　　B41＝（θ3－θ4）／（r 3－ r 4）（ψ4－ψ1）

　　B42＝－（θ2－θ1）／（r 2－ r 1）（ψ4－ψ1）

　　B5＝（θ2－θ1）／（r 2－ r 1）

　　B6＝（θ5－θ1）／（φ5－φ1）

　　B7＝（θ4－θ1）／（ψ4－ψ1） （6．7）

　計算条件は，所定点ができるだけ少ない状態での接近

精度をみるため， r 方向の動作範囲を 1～ 2分割，φ及

びψ方向を 2 ～ 8 分割した場合（所定点数で 18 ～ 243
個， 1分割区の rの長さ 7～ 3.5 cm，φ及びψの角度 30
～ 7.5 ）゚について，各分割区の境界点に所定点を設定

し，所定点間を 10 等分した目標点について接近誤差を

求めた。

　 3）数値計算結果及び考察　本方式では動作パターン

の様式が所定点間で図 6．21 のような構造にあることを

前提にしている。そこで実際の構造状況をみるため，視

点座標から関節角度を直接逆計算で求めた。その例を図

6．23 に示す。同図（ a）はφ＝－ 22.5 ，゚ψ＝ 75 で゚ r
方向にみた場合で，実線が胴，短破線が肩，長破線が肘

の各関節角度を表している。同図（ b）は同じψ断面に

ついて， r の最大限界部分（同図（ a）の右端に相当）

をφ方向にみた場合である。なお，○，△，□印を付し

た線は本方式による場合で，分割数が［ r 方向，φ方

向，ψ方向］＝［1，2，2］のときの結果である。

　両図から，このψ面では r ，φに関する胴関節の動作

パターン構造はやや凹面形で r 方向に下降傾向，肩関節

もやや凹面形でφ方向に上昇傾向，肘関節では凸面形で

r 方向に下降の状態にあることが分かる。このように実

際の動作パターンが平面構造とはやや異なるため，本方

式による関節角度の値は所定点の設定数が少ないほど適

正値から離れる部分が多くなる。例えば分割数が［1，

2，2］の場合，胴及び肩関節では上方ブロックの外縁付

近ほど逆計算値との差が大きくなり，また肘ではブロッ

ク中央付近にも差の大きい部分がみられた。

　マニュピレータ先端の接近誤差は，上述のような適正

値との差が各関節角度の累積された結果として現れる。

図 6．24 は 4通りの分割条件について，それぞれ最右下

側のブロック中央を通る r 方向の線上に目標点をとった

場合の接近誤差の分布例である。なお，各分割条件に

よってブロックの大きさが異なり， r 方向の動作限界が

変化するため，同図のように r の始点と終点の値は異

なっている。同図で接近誤差は，分割数［1，2，2］の場

合が3～3.5 cmで最も大きく，分割数が［2，8，8］の場

合には，最大が 0.8 cmとなった。接近誤差は， r 方向だ

けでなく，φ，ψ方向の分割数が増すことによっても小

さくなった。

　また同図では，ほぼ所定点間の中間付近で接近誤差が

最大になる傾向がみられたが，これは，図 6．24 のよう

に肘関節の誤差が凸形になっている影響のためである。

　
（ａ）ｒ方向について

　
（b）φ方向について

図6.23　各関節角度の変化状態の例

Fig. 6.23　An example of change conditions of each joint angle: （a） in
　　　　　the direction of r, （b） in the direction of φ .

図6.24　 r 方向の接近誤差の分布例

Fig. 6.24　Distribution of approach errors in the direction
　　　　　of r.
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分割条件によっては， r 方向に関する接近誤差分布の傾

向がφの値で異なり，φが 0に近いほど中央付近の誤差

が減少し，両端部分の誤差が増大する傾向の場合もみら

れた。

　図 6．25 はφ方向の接近誤差の分布例で，対象部分は

各分割条件とも動作範囲中央よりやや右側で最外側のブ

ロックである。接近誤差は，条件Aの分割数［1，2，2］

の場合，上下ブロックとも中央部分で最大になっている

が，特に上方側のブロックでは約 6 cm と極めて大きな

値となった。その理由は，φが 0に近いほど，胴関節の

角度が r の増加とともに二次曲線的に変化して凹面形の

傾向が強くなるため， r 方向の分割数を 1とした本方式

の結果ではそ計算構造上の差がとくに増大したためであ

る。φ方向の分割数が増えると接近誤差は減少するが，

φが 0に近い領域では上述の理由からその減少割合が小

さい傾向にあった。

　図 6．26 は，最下部外方のブロック中央部分を通るψ

方向の線上で接近誤差を調べたものである。ψ方向に関

する所定点間の変化は各関節とも直線になるため，同図

のように接近誤差が一定になっている。誤差の大きさ

は，分割数［1，2，2］の場合同図で約3cmであるが，同

じ分割数でも上方側のブロックでは最大約 6 cm で一定

となった。なお，分割数が［1，4，4］と［2，8，8］の

場合，誤差は約 0.8 cmとほぼ同じ値になり，分割数［1，

2，2］の約1／4であった。なお，いずれの場合も 3関節

の中では胴関節の角度誤差が先端の接近精度に大きな影

響を及ぼす状況が多かった。

　以上のように，本方式による制御計算では，動作パ

ターンの様式が曲面形的な傾向の強い部分で作成された

ものほど，分割数の多少が接近誤差に大きく影響するこ

とが分かった。対象にした簡易マニュピレータの場合，

分割数が［2，8，8］の場合にはほぼ動作範囲全域にわた

り誤差が 0.8 cm以下であった。

　実際の収穫マニュピレータでは r の動作範囲を 0.5m

～ 1.5m 程度に設定する必要があり，接近誤差はさらに

大きくなると予想されるので，分割数を増し所定点数を

多くするなどの対策が必要になる。ただし， 1個の所定

点で必要なメモリ量は動作パターン因子の個数に式

（6．6）の係数の個数を掛けた分になるので，全体の所

要メモリ量が急激に増加する。

　したがって，本方式の利用にあたっては，所定点数を

減らしかつ接近精度を確保するため，予め動作パターン

の様式を調べ曲面的傾向の強い部分については分割数を

増し，平面的傾向の部分では減らすなどの対策が必要に

なる。

　本方式の実用化に関する課題としては，上述の所要メ

モリ量のほか，動作パターン計算のための所定点の探

索，動作因子の相互の影響，マニュピレータの姿勢や軌

道生成の決定方法などが挙げられる。

5．要　約

　本研究のステレオ視法による立体形状の計測につい

て，ルービックキューブとリンゴ果実を供試して実験を

行った結果，照明条件の影響は，合成カラー画像ではあ

まり見られないものの，距離画像では濃度勾配が小さい

条件ほど誤対応による誤差の増加傾向になって現われ

た。果実表面の輝度や色調に 20 以上の濃度勾配がある

ときにはその影響が少なく利用可能なことが分かった。

誤対応対策としては，RGB 濃度分散の平均計算範囲を

主要な輪郭幅分以上に取れば有効な場合が多かった。し

かし，その範囲を広くするほど立体物表面の凹凸形状が

平均化されることになるので，その設定方法については

さらに検討する必要がある。

　果実などの物体形状や姿勢を輪郭の形状から判定する

ため、デジタル画像における線の描画形式を 3× 3画素

の線要素パターンで表して利用する画像処理方式につい

て検討した。線要素パターン数 162 個，角度セル数 110
個とした場合，線の形状要素の検出精度は，長さ 20 画

素以上の直線の傾きについて約 5 ，゚半径 30 画素以上の

円弧の接線角度について 5 ，゚中心角 80 以゚上の曲率半径

について約 10％であった。果実画像の処理結果例より，

輪郭各部の角度はおおむね妥当な値の得られることが分

図6.25　φ方向の接近誤差の分布例

Fig. 6.25　Distribution of approach errors in the direction
　　　　　of φ .

図6.26　ψ方向の接近誤差の分布例

Fig. 6.26　Distribution of approach errors in the direction
　　　　　of ψ .
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かった。実用化のためにはノイズ対策や 2値化処理等の

高速化が必要である。

　収穫マニピュレータ各部の関節における所要動作量

を，三次元視点座標と基本動作パターンを利用して算出

する制御アルゴリズムと，それによる接近精度を検討し

た。その結果， 3自由度の簡易マニュピレータを対象に

した数値シミュレーションでは，マニュピレータ先端の

動作範囲を視点座標の r ，φ，ψ方向にそれぞれ 2，8，

8個に分割し，所定点数が 243個の場合，接近精度は約

0.8 cmとなった。実際のマニュピレータでは動作範囲が

より広範なため誤差がさらに拡大すると予想されるが，

その接近精度を許容範囲に収めるためには，所定点間の

動作パターン特性に応じて，所定点の位置，間隔，及び

個数を決める必要があることを示した。

第7章　総　　括

　リンゴ園の果実を機械で自動的に収穫するためには，

対象とする果実を周囲の物体から識別し，それらの相対

的な位置関係，及び収穫機を基点とする三次元位置座標

を把握しなければならない。両眼ステレオ視は，そのよ

うな屋外での三次元情報獲得に有効な計測法である。し

かし，ステレオ対応問題の実用的な解決策がまだ見出さ

れていないため，収穫機械に搭載して自動化の実現のた

めに利用することは依然困難な状況にある。

　本研究の目的は，果実の自動収穫を前提にした機械化

を図るため，果実とその周囲の環境に関する三次元視覚

情報を入力する手段として両眼ステレオ視による計測手

法を開発し，その計測システムを確立することである。

そのため，主要な 4課題―（ a）ステレオ視システムの

機械的距離特性，（ b）両眼ステレオ視に関する新たな

測定原理の考案，（ c）ステレオ対応問題の分析と対策，

（ d）主な画像入力因子が計測精度に及ぼす影響―に的

を絞って検討を行った。さらに，本研究の手法を果実の

形状計測と収穫マニュピレータの位置制御に応用する場

合について考察を行った。

　（ 1）ステレオ視システムの試作

　両眼ステレオ視法は，2 台のカメラで撮影された一対

の画像をもとに三次元位置を計測する方法である。本研

究の実験に供試するため試作したステレオ視システム

は， 2台の CCDカラービデオカメラ，ノートパソコン，

キャプチャ PC カード，パン・チルト式カメラ台，及び

カメラ画像入力切替器で構成した。ビデオカメラは，

38 万画素の CCD 素子撮像面を持ち，画像信号出力が

NTSC方式で，撮影操作をパソコンで制御できる構造の

ものとした。

　リンゴ園で果実の自動収穫を行う際に，撮影画像の処

理によって果実を探索し識別できるようにする必要があ

る。そこで，対象果実を試作システムの正面位置に所定

範囲の大きさで撮影できるように，カメラ部を上下左右

に旋回するためのパン・チルトと望遠用ズームの両機

構，及びそれらを制御するカメラ制御機構を装備した。

カメラ制御機構の操作は，パソコンから手動またはプロ

グラムによる自動で RS232Cインターフェースを介して

VISCAネットワークで行えるようにした。

　試作システムの距離測定精度は，各カメラレンズ系の

撮像特性及び距離特性と，ステレオ光学系の構成状態に

大きく影響される。リンゴ園では果実が広い樹冠の内外

に存在するため，その測定精度はステレオ光学系のわず

かな誤差によって急激に低下し，遠距離にあるものほど

その影響が著しく現れる。そのため，ハードウェア面に

関するキャリブレーションを次の方法で綿密に行った。

　まず，試作システムの左右のビデオカメラを個別に，

撮影距離とズーム値を条件にして距離特性実験を行い，

回帰分析により，レンズ収差の補正式，カメラの焦点距

離と合焦距離の関係，ズーム値と焦点距離の関係，仮想

レンズ中心の位置式，カメラ撮像面サイズに対するモニ

タ画面サイズのスケール係数を求めた。次に，それらの

諸関係と，左右各カメラ光軸の交差角の補正，及び左右

両画像の画素単位の対応づけに留意して試作システムの

距離式を校正した。その結果距離誤差は，1 ～ 4.5m 間

でおおむね± 2％の範囲に入り，機械的に十分な精度を

持つことを確認した。

　（ 2）左右画像合成によるステレオ視計測法の開発

　両眼ステレオ視に関する従来の測定原理は，左右のカ

メラの撮影画像について同一物体像の対応づけを行い，

三角測量の原理で距離を算出するものである。そのた

め，はじめに左右両画像の対応づけが解決できなければ

距離計算に進むことができない。対応づけ解決のための

制約条件として通常，Marr の 3制約とエピポーラ拘束

が利用されるが，ステレオ対応問題に対しては十分でな

い。

　本研究では，そうした問題を打開するため，ステレオ

光学系の物理学と，人間視覚系に関する視神経生理学や

心理学の研究成果を考慮して，両眼ステレオ視の計測に

関する新たな原理を考案した。

　その測定原理は，左右一対の画像を奥行き方向の空間

断面ごとに重ね合わせたとき，その断面と交差する物体

像が鮮明になることに基づいている。すなわち，まず注

視操作によって探索空間内の距離断面を決め，その断面

に関する左右画像の合成像を作成する。次にその合成像

の鮮明さを検出して比較することにより，断面上での物

体の有無が判明する。それによって物体の位置と距離に

関する情報を直ちに得ることが可能になる。

　合成像の作成は，物体像の重なりの位置ずれを色ずれ

として容易に判別できるようにするため，合成画像にお

ける偶数行と奇数行を，それぞれ左画像の偶数行と右画

像の奇数行から交互に選んで配列する方式にした。これ

により，左右画像の物体像が適切に重なったとき水平行

間の色ずれが最小で鮮明なカラー画像となり，位置ずれ
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が増加するに従って水平行間の色ずれが増して画像の鮮

明さが低下する。

　各画素の鮮明さの指標には，上下方向の RGB 濃度分

散を用いた。上下方向の色ずれの大小が濃度分散の大小

で表され，色ずれが最小のときその値が最小になる。た

だし，重なりに広がりがある場合や形状が局部的に類似

する場合などには，重なりが不適切なときにもその値が

小さくなるので，各画素について 8方向の画素で平均分

散を算出し，大域的な比較・判別ができるようにした。

　本手法の基礎的性質を調べるため，主要因子として焦

点距離，撮影距離，平均分散の比較範囲，視差刻み，対

象物幅などを取り上げ，赤色円板を対象に実験的に検討

した。その結果，円板像全幅分を平均分散の計算範囲に

設定すれば，種々の条件下でほぼ適切な合成カラー画像

と距離画像の得られることが分かった。さらに，収穫期

のリンゴ園で赤色系果実を対象に本手法の検証実験を

行った結果，撮影距離約 2.2m で誤差が 4 ％の範囲内に

あり，本手法が果実の距離計測に適用可能であることを

確認した。

　（ 3）ステレオ対応問題画像の分析と対策

　リンゴ園で撮影した果実画像では，類似果実の並びや

重なり，枝葉の陰になって生じる隠れや果実像の変形な

ど，いわゆる対応問題画像ないしそれに類似した画像が

頻繁に見られる。ステレオ視の利用にあたっては，そう

した対応問題への解決策または対処法が必要になる。

　本研究における測定原理は，視差距離断面ごとに左右

画像を合成して中央画像を作成し，その中から鮮明な物

体のみを検出するので，合成像における誤対応の機会が

減少し，対応問題の発生自体がかなり抑制されると予想

される。しかし，現行の TVカメラの撮影方式では，上

述の原理とは異なり，被写空間全体が一括して入力され

るので，対応問題画像では誤対応によって鮮明な偽像が

発生しやすい。そのため，視差距離断面の適切な対応づ

けと偽像の発生を抑制する対策が講じられなければなら

ない。

　本研究では，対応問題画像の典型例として一対の円板

が同じエピポーラ線上にあり，それらの投影像の色と形

状が全く同じ場合を取り上げ，偽像の発生とその性質を

調べた。それとともに人間の視覚系の視交叉を参考に，

視差距離断面の対応づけと偽像の抑制対策のため，左右

画像内の注目範囲をそれぞれ中央で左右半分ずつに分

け，同じ側の視野同士で合成する同側視野合成の手法を

考案して検討した。

　その結果，左右の同側視野における特徴色の増減傾向

を調べることにより，注視距離と対象物との前後関係を

把握することができ，左右画像に関する視差距離断面の

対応づけを適切に行えることが分かった。また，同側視

野合成では，偽像の発生位置が同側視野共通領域の外側

か境界部分になるため，その RGB 濃度平均分散が真像

よりかなり大きくなって判別が可能となり，合成画像で

の偽像の出現が抑制された。

　上記の手法を 4個の円板の同順並び画像と，葉状物に

よる隠れ画像に適用する実験を行い，視差距離断面の対

応づけと偽像の抑制が可能なことを確認した。さらに，

リンゴ園で撮影した種々の画像の中から果実の同順並び

画像 16組，重なり画像 12組を選び本手法を適用した結

果，視差距離断面の対応づけは，同順並び画像で± 2視

差刻み分以内が 90％，重なり画像で 80％となり，同側

視野合成によって約 5％の精度で距離の推定が可能で

あった。

　（ 4）画像入力条件がステレオ視計測精度に及ぼす影響

　本研究のステレオ視計測手法の特色は，対象物の合成

カラー画像と距離画像を同時に取得できるところにあ

り，果実とその周囲物体に関する三次元情報の収集を適

切に行うことが可能になると予想される。しかし，屋外

でビデオカメラによって撮影された画像は，自然光の照

射条件や撮影条件などの影響が大きいので，それらが本

手法の画像処理で得られる距離精度にどのような影響を

及ぼすかを明らかにしておく必要がある。

　そこで，試作システムについて，本手法による計測誤

差の発生要因を検討し，収穫期のリンゴ園で種々の画像

入力条件のもとで撮影した画像を対象に，照度，果実及

び撮影の各条件と距離測定の誤差要因との関係，及びそ

れらが測定精度に及ぼす影響を分析した。

　その結果，果実像の明度は，逆光時を除けばカメラの

自動露出機能によって果実照度とほぼ比例関係にあり，

果実照度が 1klx以下と低い場合でも 90（35％）以上に

なることが多かった。逆光時では背景が空などのように

明るい場合ほど急激に低下し，果実照度が 6～ 10klxと

それほど低くない場合でも 90 以下の強逆光状態になる

事例が見られた。果実像の明度と距離誤差の関係を，自

然光の照射状態が直射光と散乱光（明度 90 以上の弱逆

光を含む）の場合について調べた結果，いずれの照射状

態の明度においても平均誤差は概ね－3～ 0％の範囲に

入った。

　合成画像における果実像の RGB 濃度平均分散の状況

を特徴別に分類した結果，変化タイプは，頻度割合で

V・U型が約 75 ％を占め，次いでN型が 15 ～ 20 ％で

あった。最小値レベルは 200～ 1,000の割合が 70％で最

も多かった。平均分散が最小になる視差距離と実距離の

差は，視差刻み分で－ 2から 1までの占める割合がほぼ

90％以上となった。

　対象にした全画像（ふじ 144 組，王林 42 組の計 186
組）の分析結果より，赤色系と黄緑色系の両果実に対す

る試作システムの適用範囲は，照度 1～ 90klxのもとで

逆光時を含めて果実像明度が 90 以上，果実像の重なり

度合が 0.5以内，モニタ上の果実像幅がふじで 16画素以

上，王林で 26 画素以上であった。上記の条件範囲で供

試システムの撮影距離と距離誤差との関係を整理した結

果，誤差は撮影距離1.2～3.5mで－4～2％，3.5m以上
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では－7～ 0％の範囲であった。

　（ 5）立体形状計測と位置制御へのステレオ視法の応用

　本研究のステレオ視計測法の応用として，収穫部（ハ

ンド）で果実を把持するために必要な立体形状の計測と

認識の方法，及び収穫マニピュレータを制御する場合へ

のステレオ視覚情報の利用について検討した。

　立体形状の計測について，立方体のルービックキュー

ブと赤色系リンゴ果実を対象に実験を行った結果，対象

物表面の RGB 濃度分布が明瞭で濃度勾配が大きい場合

に，合成カラー画像，距離画像ともおおむね良好で，距

離誤差は 5％以内が多かった。ただし，対象物の領域内

左右両方で類似した濃度の区域があると誤対応によって

距離誤差が発生する場合が見られた。これらの結果よ

り，本手法は果実表面の輝度や色調が一定以上の濃度勾

配を持つときに利用可能であることが分かった。誤対応

対策のためには，RGB 濃度平均分散の計算範囲の設定

基準や鮮明さの判定指標について検討が必要である。

　果実や枝の形状を判別し認識する方法は，一般に輪郭

形状をもとに判定する方式が用いられるが，その処理の

高速化を図るため，デジタル画像における線の描画形式

を微小部分でパターン化して利用する画像処理方式を検

討した。線の描画形式を 3× 3画素のパターンで表し，

線要素パターン数を 162個，角度セル数を 110個として

検討した結果，線の形状要素の検出精度は，長さ 20 画

素以上の直線の傾きについて約 5度，半径が 30 画素以

上の円弧の接線角度について 5度，中心角が 80 度以上

の曲率半径について約 10 ％であった。果実画像に適用

した結果，輪郭各部の角度はおおむね妥当な値が得られ

た。実用化のためにはノイズ対策や 2値化処理等を効率

的に行うことが重要である。

　収穫マニピュレータ先端のハンドを果実に接近させる

動作制御では，一般にマニピュレータの各関節の所要回

転角を逆計算で求めなければならない。そのためリアル

タイム制御が困難になる事態が懸念される。そこで，逆

計算によらずに，ステレオ視計測で得られた視点座標と

所定点に関する基本動作パターンを利用する方式につい

て，そのアルゴリズムを数値シミュレーションで検討し

た。それらの結果より，本アルゴリズムを実用規模のマ

ニュピレータに適用する場合，その接近精度を許容範囲

に収めるためには，所定点間の動作パターン特性に応じ

て，所定点の位置，間隔，及び個数を決める必要がある

こを示した。

　（ 6）結　論

　両眼ステレオ視による計測は，ハードウェア面で本研

究の使用目的に十分な距離精度能力を有することが分

かった。なお，性能発揮のためには，左右各カメラ個別

の距離精度要因及び諸関係の把握，各カメラ光軸の交差

角の検出と補正，左右画像の画素単位の対応づけに留意

することが重要である。

　本研究の測定原理が従来と異なる点は，エピポーラ拘

束に加えて左右カメラの共通視野に関する空間拘束を考

慮し，対応づけの探索範囲を注視による視差距離断面の

付近に限定したことである。注視機能を備えた準能動的

ステレオ視とも言える。そのため，対応づけが終了しな

ければ距離計算が始まらないというような事態は避けら

れる。ただし，現行の TVカメラ撮像方式では，左右カ

メラで同時に同一の視差距離断面ごとに撮像・記録する

ことができないので，画像処理の際に左右画像の視差距

離断面の不一致による誤対応で偽像が発生し誤差を生じ

る場合がある。また，注視距離と視差刻みの設定状態に

よって処理時間や偽像発生に影響が現れることがある。

　ステレオ対応問題画像は，本研究の観点からすれば，

左右画像の視差距離断面の不一致が発生しやすい画像で

あり，上述の理由から現行カメラでは根本的な解決は困

難と思われる。しかし，片方の画像で特定した対象物の

特徴色量を左右の同側視野で比較することにより，左右

画像の視差距離断面が一致するかどうかの判定が可能で

あった。さらに，その付近の断面で同側視野合成を行う

ことにより，偽像の発生を抑制して距離測定を行うこと

ができた。したがって，この手法を対応問題画像に関す

る一対策として利用することが考えられる。ただし，特

徴色の分布状況によって同側視野の特徴色量が影響を受

けるので，それらと注目範囲との関係をさらに検討する

必要がある。

　リンゴ園でのステレオ視計測による距離精度は，画像

入力条件が前述した適用範囲内であれば，本研究の手法

を用いることにより，ソフトウェア的にも頭書の使用目

的に十分なことが分かった。その適用条件は，実用的な

両眼ステレオ視システムの開発における基礎資料として

利用可能である。なお，強逆光の画像に対しては本手法

による処理が困難な場合が多いので，撮影時に逆光状態

を検出して補正する機能が必要である。

　以上のように，本研究では，リンゴ園の果実収穫にお

ける距離計測に両眼ステレオ視法を活用するため，新た

な原理と手法を考案し，計測システムの開発に必要な指

針と基礎的な資料の提示を行った。実用化に向けて今後

検討すべき課題は，ソフトウェア面では鮮明さ指標の改

良，注視距離と視差刻みの決定基準など，ハードウェア

面では本研究の測定原理に対応したカメラ撮像方式の採

用，高速処理のためのマルチプロセッサ化，距離分解能

向上のための解像度の改善，カメラ制御機構の簡素化な

どである。
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Studies on Development of Stereo Vision System Necessary
for Mechanization of Apple Fruits Harvesting

Teruo TAKAHASHI

Laboratory of Regional and Environmental Planning

SUMMARY

　　An apple harvesting machine must have the ability to discriminate an apple from its surroundings, 

to know the apple’s relative location, and to measure the coordinate values of three dimensions at the base 

point of the harvesting machine.   Binocular stereo vision is an available measuring method to obtain such 

3-D information at an outdoor field.   However, it is very difficult to apply this system to an automated 

machine because practical solutions to the correspondence problem of stereopsis have not been found.
　　The purpose of this study is to establish a practical measurement method of binocular stereo vision 

for obtaining 3-D information regarding fruit and their surroundings, and to develop a stereo vision 

measurement system that can be applied to the mechanization of automatic fruit harvesting.   Four main 

subjects are addressed in this study: （a） the mechanical characteristics of distance measurement using a 

binocular stereo vision system, （b） the establishment of a new principle for distance measurement in the 

developed vision system, （c） the analysis of and solution to the correspondence problem, and （d） how 

the main factors of input images influence accuracy of measurement.   Moreover, the application of this 

study method was considered in regard to measuring fruit shape and in regard to controlling the location 

of a manipulator for harvesting.
　　（1）A trial system of binocular stereo vision
　　Measurement using binocular stereo vision is achieved by processing a set of images obtained by two 

cameras.   The trial stereo vision system for this study consisted of two CCD color video cameras, a note-type 

personal computer, a PC card for video capture, a camera table that allows pan and tilt, and changeover 

switching box for input images.   The cameras had a CCD surface of 380,000 pixels, and a NTSC-type 

signal output.   Their operation was controlled by the computer.
　　When automatically harvesting fruit in an orchard, it is necessary to search and discriminate individual 

fruit by processing a set of images.   Therefore, the cameras were equipped with a pan-tilt mechanism, 

a zoom mechanism, and a mechanism for their control in order to take photographs of an individual fruit 

with a desirable size at a central position through the trial system.   Operation of the cameras’ control 

mechanism was carried out using the computer manually or automatically by means of a program with 

a VISCA network through an RS-232C interface.
　　Accuracy of distance measurement on the trial system is influenced by characteristics of taking 

photographs and distance performance at each camera lens system, and the condition of an optical system 

of stereo vision.   The whole system’s accuracy will fall rapidly even if there is a small error on the optical 

stereo system, with the flaws appearing even more significantly at long distances.   Therefore, calibration 

of the trial system’s hardware was carefully carried out in the following ways :
　　First, the characteristic of left and right cameras were examined individually in regard to their distance 

and zoom values.   By performing regression analysis on the results, these relations and factors were 

determined : a revision equation of lens aberration, a relationship between the cameras’ focal lengths and 

focus distances, a relationship between zoom value and focal length, an equation for the center of a virtual 

lens, and a scale factor of monitor size in regard to the size of the camera images.   Next, distance equations 

of the optical stereo system were calibrated using the results of both cameras.   The results showed a 

高　　橋



105 105

distance error in the range of 2% at a distance of 1m to 4.5m.
　　（2）Development of a measurement method by composing left and rights images
　　A conventional principle involved in measuring distance using binocular stereo vision is to fix an single 

object from a left and right viewpoint, and to calculate distance based on triangulation principle.   If the 

object cannot be made to correspond to both left and right images, the distance between it and the viewer 

cannot be calculated.   In general, Marr’s three restrictions and an epipolar constraint are used for solving 

the correspondence problem, but they insufficient.
　　In the present study, a new principle of measurement using binocular stereo vision was established 

in light of optical physics in regard to stereo vision and optic nerve physiology and psychology.
　　The principle is based on the fact that when a set of left and right images overlaps at each cross 

section of space in the direction of depth, an object’s image becomes clear if the object intersects their 

sections.   Namely, a cross section of a search space in the direction of depth is determined by gazing, 

and a composite image of left and right images is made on the section.   If clarity was detected on the 

section, and an object exists on it, then information regarding its position and distance is obtained.
　　A composite image was made and arranged using a method that alternatively selected its even lines 

of the left image and odd lines of the right image, respectively.   If the left and right images of an object 

overlapped well, then the color difference between the horizontal lines becomes minimum, and the clarity 

of a color composite image increases.   As the difference between the position of the left image and that 

of the right image increases, color differences of the horizontal lines increase, and the clarity of the composite 

image decreases.
　　An index of clarity on each pixel of a composite image is described by variance of the three primary 

colors, RGB values.   The variance is represented for the color difference in the vertical direction, and 

the value of the variance reaches a minimum where the color difference is smallest.   But the value decreases 

if the overlapped area was large or the shape was similar with other small areas.   Therefore, average 

variance of RGB values from pixels in the eight directions was used to compare large areas.
　　The basic characteristics of this new method was examined in terms of focal length, distance for taking 

photographs, a range of calculation on the average variance, disparity interval, and on object width, by 

using red circle plates.   The results showed that when a calculation range of average variance was made 

regarding the total width of an object, a composite color image and a depth image were suitably obtained 

under a variety conditions.   Moreover, an experiment to verify the method on objects resembling red apples 

was carried out in an orchard during harvesting season.   The results showed that the distance error was 

in the range of 4% at a distance of 2.2m, and confirmed that the distance of ripe apples can be measured 

using this new method.
　　（3）Analysis of and solution to the correspondence problem
　　Images which create the correspondence problem or similar image features such as a row of similar 

fruits, overlapped fruits, and an occluded or transformed image hidden by leaves and branches are frequently 

found in fruit images taken in apple orchards.   The solution to or a measure against the problem is to 

apply the method of binocular stereo vision to such images.
　　The principle of measurement in this case is to compose a central image of left and right images 

at each cross section by disparity, and to detect a clear image in it.   Then, the occurrence of the 

correspondence problem will be restricted because correspondence error is reduced.   However, the type 

of images produced by conventional TV cameras is different from the principle mentioned above, and takes 

a whole space as an image.   Therefore, clear but false images appear frequently owing to error of 

correspondence in images affected by the correspondence problem, even if the principle of this study is 

applied.   It is necessary to establish a suitable correspondence of cross sections by disparity, and to take 

corrective measures for restricting the appearance of false images.
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　　As a typical image produced by the correspondence problem in this study, i.e., the appearance of false 

images and their characteristics, were examined in the case of two circular plates which were on the same 

epipolar line and had the same color and shape.   In this case, a method of composing the same half side 

of visual fields was attempted as a measure to make the cross sections by disparity correspond and to 

restrict a false image.   In this method, the left side of an image is constructed from a left half side of 

the left image and from the left half side of the right image.   Another side of the image is constructed 

from the right half side of the left image and from the right half side of the right image.   This form 

is analogous to the intersection of optic nerves, an optic chiasma, in the human visual system.
　　The results verified that the relative position between an object and a viewer and that the correspondence 

of cross sections of left and right images by disparity was also suitable.   The composition of the same 

side of visual fields restricted the appearance of false images, because the average of variant of RGB values 

in false images was larger than that in true images.   Namely, the false images appeared at the edge 

of common fields on the same side of visual fields or outside them.
　　Experiments on a row of four circle plates and an image of fruits hidden by leaves were performed.     

The results showed that the method mentioned above was effective in creating suitable correspondence 

of cross sections by disparity, and in restricting false images.   Moreover, this method was applied to 

16 pairs of images in a single row and 12 pairs of images of overlapping fruit which were taken in apple 

orchard.   The results showed that suitable correspondence of cross sections of disparity were 90% in 

the images placed in a row and 80% in the images of overlapping fruits at a level within two disparity 

intervals, while the error of distance measurement was about 5% in relation to the composition on the 

same side of the visual fields.
　　（4）Influence of the conditions of input images on measurement accuracy
　　A special characteristic of the present measurement method of stereo vision lies in its ability to 

simultaneously obtain the image and depth of a color composite.   Therefore, it is expected that accurate 

3-D information regarding fruit and its surroundings is obtainable.   However, images taken outdoors by 

a video camera are influenced by factors such as natural light and photograph.   Thus, it is necessary 

to clarify the influence of these factors on the measurement accuracy of the method described in this study.
　　The factors contributing to measurement errors were considered.   Thereafter, the relations between 

the illuminant, fruits, and the photograph were investigated, and their on measurement accuracy were analyzed 

on the images taken under various conditions in apple orchards.
　　From the results, the brightness of the fruit images was proportional to the illumination of the fruit 

surface depending on automatic function of exposure except in backlight conditions, and was more than 

90（35%）, even if the illumination of the fruit was less than one klx.   Under the backlight condition, 

when the sky was lighter and clearer, the brightness of fruit decreased more rapidly, and was less than 

90, though the illumination of fruit was from 6 to 10 klx.   The average errors of distance measurement 

ranged from －3 to 0% under conditions of direct and scattered sunlight.
　　In characterizing the average variation of RGB values, the type of change of V-U types accounted 

for 75%, while the N type accounted for 15 to 20%.   The minimum level of most types was that from 

200 to 1000, and was 70%.   The type showing the greatest] difference between measured distance and 

practical distance was the one with a －2 to 1 on disparity interval, and its rate was more than 90%.
　　From the results of all images （a total of 186 pairs of images; 144 pairs of ‘Fuji’ and 42 pairs of 
‘Orin’, a range of application of the trial system on red and yellow-green apples was that the brightness 

was more than 90, and the rate of overlap was within 0.5, and the width of fruit images was more than 

16 pixels on ‘Fuji’ and 26 pixels on ‘Orin’.   In the above-mentioned range of application, the errors of 

distance measurement were －4 to 2% within a distance of 1.2 to 3.5m, and －7 to 0% for a distance 

of over 3.5m.
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　　（5）Application of stereo vision to measurement of 3-D shape and position] control
　　It was also considered how the method used in this study can be applied for measurement of 3-D 

shape of an individual fruit grasped by a picking hand, and how to use 3-D visual information obtained 

by the stereo vision system for position control of a manipulator utilizing a picking hand.
　　In regard to the measurement of a 3-D shape, the results of experiments on a Rubic’s-cube and a 

red apple showed that color composite images and depth images were satisfactory when the distribution 

of RGB values from low to high was wide, showing a depth error of within 5%.   However, significant 

error occurred if there were similar RGB densities on the left and right sides of an image.   These results 

showed that the method used in this study is applicable for measuring 3-D shapes when the gradation 

of brightness or color density is large.   The criteria for calculating the range of the average RGB variant 

and clarity index should be improved for measurements of false correspondence.
　　In general, perception of the shape of an individual fruit or branch is obtained by examining the shape’s 

contour, and the time required for image processing is relatively long.   For high speed processing, a method 

that uses patterns on a small segment of line drawn digitally was considered.   The drawn line form was 

represented by a pattern unit of 3 by 3 pixels.   When 162 line element patterns and 110 angle cell patterns 

were defined, the precision involved in detecting a shape element was a line of about 5 degrees in inclination 

in over 20 pixels, and was 5 degrees in the tangent angle of an arc whose radius was more than 30 pixels, 

and was 10% in the radius of curvature with a central angle of over 80 degrees.   The results on images 

of fruit showed approximate values regarding the angles of the contours.   It is important to reduce noise 

in images and to perform efficient binary processing in order for this method to be used in a practical 

setting.
　　The control of a manipulator to allow a picking hand to approach an individual fruit requires the inverse 

calculation of the manipulator’s joints at the action angles.   Yet such a calculation might delay real time 

control.   It was then considered by numerical simulation that an algorithm did not require an inverse 

calculation, but used both visual coordinates obtained by stereo vision and basic patterns of action at given 

points.   In the practical use of the algorithm, it is necessary to decide given points, their interval, and 

the number based on the characteristics of action patterns among the given points in order to hold the 

approach a level of precision within the tolerance level.
　　（6）Conclusion
　　It was verified using hardware that a method of binocular stereo vision had sufficient ability to measure 

distance for the purpose of obtaining 3-D information for the mechanical harvesting of fruits.   For specifying 

this method’s performance, it is important to determine the factors and the relationships of distance error 

of both the left and right cameras, to detect and revise the cross angle of the optic lines between the left 

and right cameras, and to ensure that each pixel corresponds between left and right images.
　　The difference between the principle of binocular stereo vision utilized in this study and the conventional 

method is that the range of space searched for correspondence is restricted to cross sections of a distance 

by disparity depending upon a line of sight.   Namely, constraint of space on a common visual field of 

the left and right cameras was considered in addition to epipolar constraint.   Therefore, distance can be 

initially calculated even if the correspondence of the left and right images is not achieved completely.   

However, in the method of image acquisition using conventional TV cameras, it is impossible to take and 

record images of the same cross section by left and right cameras simultaneously.   Thus, distance errors 

might occur because differences between cross sections showing disparity between the left and right images 

creates false images during processing.   Moreover, the conditions of gaze distance and disparity interval 

have an influence on the processing time and appearance of false images.
　　From the standpoint of this study, the correspondence problem of binocular stereo vision is encountered 
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when the difference between cross sections showing disparity between the left and right images occurs 

frequently.   Therefore, find a solution to the problem will be difficult using conventional TV cameras.   

However, it was possible to judge the correspondence of cross sections showing disparity between the 

left and right images by comparing the amount of specific color at the same side of left and right images.   

Moreover, composition using the same side of the images made it possible to measure distance without 

the appearance of false images.   This method will be available as a next step in arriving at a solution 

to the correspondence problem.   The relations between the distribution of the specific color of an object 

and the processing range should be considered, because the color distribution influences the amount of 

specific color on the same side of left and right images.
　　The accuracy of this method for measuring distance in an apple orchard was sufficient for the purpose 

of harvesting fruit, if the conditions of input images were within the application range mentioned above.   

A specific function is required for the camera to detect and revise the influence of backlight because this 

method cannot process images in strong backlight.
　　Lastly, this study introduced and applied a new principle using binocular stereo vision for use in automatic 

fruit harvesting in an apple orchard, and proposed guidelines and basic materials to develop a stereo vision 

system.   The areas remaining to be addressed in regard to the system’s practical application include the 

following : improvement of a clarity index of clearness and the criterion to determine line of sight distance 

and disparity interval on the software side, a multi-processor system for high speed processing, the 

improvement of image resolution, and simplification of the camera control mechanism on the hardware side.

Bull. Fac. Agric. & Life Sci., Hirosaki Univ. No. 4 : 42― 108, 2001
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1 ．本稿の課題と分析方法

　 1）本稿の課題

　六ヶ所村の漁業者は，漁協の有する共同漁業権との関

係からむつ小川原開発に関わる重要な局面での意志決定

をせまられてきた。本稿で課題とするのは，次の 2点で

ある。第 1に，1970年以降のむつ小川原開発のための港

湾建設漁業補償と，1986年の核燃サイクル海域調査に関

する六ヶ所村漁業者の動向が，どのような経済的背景に

規定されているかを明らかにすること（漁業者の動向を

規定した経済的要因）。そして第 2の課題として，漁業協

同組合の有する集団的意志決定における問題点を検討す

ることである（漁業協同組合の意志決定の問題点）。

　 2）分析方法

　調査と分析は，実証性を保つことを意識し以下のよう

におこなう。最初に 1960 年以降の地域漁業の推移を統

計指標から概括する。それらを手がかりに仮説をたて，

地域調査による資料収集とヒアリングをおこなう。こう

した作業を繰り返し課題にたいする結論を導く。分析方

法は，第 1の課題（漁業者の動向を規定した経済的要

因），第 2の課題（漁業協同組合の意志決定の問題点）に

ついても同様である。

むつ小川原開発と六ヶ所村漁業
～港湾建設漁業補償と核燃サイクル海域調査をめぐって～

秋　元　健　治・神　田　健　策

地域資源経営学講座

（2001年10月5日受付）

2．むつ小川原開発の経緯と漁業者

　 1）核燃事業導入前

　むつ小川原開発計画は，1969年の新全国総合開発計画

のなかに盛り込まれた青森県上北郡六ヶ所村を中心とす

る地域の大規模工業開発であった。これは当時，重化学

工業を基幹産業とする日本資本主義が，直面していた太

平洋ベルト地帯での公害や過密問題などを人口の希薄な

地方に新しく大規模工業地帯をつくりだすことで打開し

ようとするものだった。むつ小川原開発地域には石油コ

ンビナート基地を中心とした日本最大の工業地帯が建設

される計画ということから，当初は青森県民に大きな期

待を抱かせるものであった。しかし，開発推進の主体は

政府・関係省庁・経済界・青森県と多様であったが，開

発の責任の所在は明確ではなかった。何よりも地域住民

には開発計画の立案にまったく参加する機会があたえら

れなかった。当時，六ヶ所村では出稼ぎが非常に多く１），

特に戦後の開拓集落では，県が指導した農業投資のため

に負債金額が膨らんでおり，開発に対する住民の期待は

大きなものがあった。一方，開発計画が発表される以前

に，不動産業者が盛んに土地の投機買いを始めた。やが

て開発計画が具体化するなかで，土地売却農家に対し代

替耕作地を手当てしないという方針が明確になり，開発

地域の農家は離農，転職が強要されることになった。

弘大農生報　No. 4 : 109 ― 123, 2001
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　1971年，開発地域の具体案として住民対策大綱が県か

ら発表になり，開発によって集落の多くが消滅するとい

うことから，六ヶ所村では大規模な反対運動が展開され

た。この運動のなかで漁業者は「泊漁場を守る会」を結成

する。しかし，土地買収の進行とともに，土地の売買に関

係することで利益を得る村議や集落の総代などが，次第

に開発賛成派に転じていき，やがて村議会での政治的決

着は開発賛成ということになった。当初からの開発反対

を貫いた寺下力三郎村長と村議会との亀裂が深まり，ま

た村民は開発反対派と賛成派に分裂し，伝統的な集落や

縁戚関係で結ばれていた人々の関係が破壊された。開発

推進か反対か，六ヶ所村内での政治的決着は，1973年暮

れの村長選挙で開発推進の古川伊勢松氏が当選をはたす

ことで決着した。これ以後，六ヶ所村政は開発推進とい

う路線で進むことになった。

　六ヶ所村の漁業者にとって大きな問題となったのは，

むつ小川原港建設にともなう共同漁業権の消滅や入漁権

とそれらに関連する漁業補償であった。県と村内 3漁協

は1980年，総額170億円で妥結したが，その後，漁業補

償額の算定基準の水増しがあったとして米内山訴訟が起

き，また漁業補償金の分配をめぐって漁協組合員から差

額補償金請求訴訟も提起された。また建設されるむつ小

川原港の近くにあった陸上自衛隊六ヶ所対空射場の移転

に関係する漁業補償についても，地域の漁業者間に争い

があった。

　 2）核燃事業導入後

　開発推進村長の誕生から 11年が経過した 1984年，そ

の間，国家石油備蓄基地が建設されたが，工業用地のほと

んどは売れ残り，県も出資した第三セクターむつ小川原

開発会社㈱は広大な売れ残り用地をかかえ借金に苦しん

でいた。この年，電気事業連合会は，青森県知事に対して

「下北半島の太平洋側に核燃料3施設の立地」を申し入れ

た。青森県内では核燃サイクル施設立地めぐって，農業

者，漁業者，市民らの反対運動が起こり，県民投票条例で

核燃の是非を問う動きもあった。しかし，核燃事業導入

による「むつ小川原開発」の新機軸を目指した青森県当局

は，「要請に応じてしかるべきとの最終判断に至った」と

県議会に報告した。大勢意見は知事報告を了承するもの

であり，1985年 4月に核燃サイクル施設立地が決定され

た。

　地域の漁業者にとっての最大の問題は当然，核燃サイ

クル施設の受け入れか否かであった。しかし先のむつ小

川原港建設の漁業補償において，すべての漁業補償が決

着しているとの立場を県や事業者側がとり，また泊漁協

では理事の多数派がこれを支持した。そのため漁業者の

核燃サイクル施設の受け入れに関わる意思決定は，同施

設立地のための環境調査のひとつである海域調査の是非

をめぐるものとなった。1985 年から海域調査が実施さ

れた翌年にかけて，六ヶ所村泊の漁業者は，海域調査につ

いて慎重・反対派，推進派に分かれ深刻な対立関係に陥

り，そのなかで傷害事件，文書偽造，村・県行政の漁協自

治への介入など異常な事態が発生し，訴訟問題にまで発

展した。海域調査後も，漁業者間の対立は地域内に長く

残され，また海域調査後に支払われた協力料などの配分

をめぐる争いも生じた。

　その後，巨大プロジェクトである核燃関連の建設工事

が発注されるにつれ，大手ゼネコンから地元建設業者へ

の下請け化が進み，次第に村の経済的基礎は第 1次産業

から建設業に大きく変質した。そうした建設業がその強

い経済力ゆえ，村政に多大な影響力をもつに至り，核燃サ

イクル事業推進の方向性を固定化する状況が定着し現在

に至っている。

3．地域漁業の状況

　 1）漁業協同組合

　六ヶ所村前沖の太平洋側海域は好漁場であり，礁には

海藻や貝類資源が豊かで，また尾駮沼，鷹架沼，田面木沼，

市柳沼などの湖沼群と小川原湖に通じる高瀬川も漁場と

なっている。かつての泊湊（現在の白糠漁港焼山地区）

は，藩政期に木材積出港としての古い歴史もあり，明治か

ら大正時代にカツオやイカ釣り船の漁港となった。戦前

には六ヶ所村漁業会や泊漁業会が，沿岸海域の専用漁業

権や入漁権などを有していたが，戦後の漁業制度改革で

こうした漁業権の権利主体は大きく変わった。戦後改革

の一環としての水産業の民主化政策は，漁業制度を規定

する新漁業法（1949年）と水産業協同組合法（1948年）

によってなされた。この 2つの立法措置は，一連の戦後

改革と同様，GHQの強力な権限にもとづくものである。

　戦後の漁業制度改革は，従来の漁業権についての全面

調整をおこなうことから始まった。旧漁業権は 30 年以

内に償還させる漁業権証券交付という形で国に買収され

すべて消滅させられた２）。地域漁業者を主体とする漁業

調整機構（海区漁業調整委員会）が新しい漁場を設定

し３），沿岸における共同漁業権の免許主体は，地域の新し

く創設される漁業協同組合となった。六ヶ所村内には，

いずれも1949年に発足した泊漁業協同組合，六ヶ所村海

水漁業協同組合，六ヶ所村漁業協同組合，六ヶ所内水面漁

業協同組合の 4漁協が，沿岸の共同漁業権の適格性４）を

認められてその免許を有することになった。

　図 1「漁業協同組合取扱漁獲高_1970」は，村内3漁協

（1954 年に六ヶ所村内水面漁業協同組合は六ヶ所村海水

漁業協同組合に吸収合併され村内 4漁協から 3漁協とな

る）４）の 1970年における漁獲高である。この図から明ら

かなように，村内漁協のなかで泊漁協の漁獲高はその大

部分（93.9％）を占めている。同時期の組合員数（正組

合員・準組合員合計）でも，泊漁業協同組合 800 人

（55.7％），六ヶ所村海水漁業協同組合 361人（25.1％），

六ヶ所村漁業協同組合 275人（19.2％）に示されるよう
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に泊漁協の比率が高い。 1人当たりの漁獲高（漁協取扱

漁獲高÷組合員数）を計算してみると，泊漁業協同組合

404.0千円（86.0％），六ヶ所村海水漁業協同組合33.9千

円（7.2％），六ヶ所村漁業協同組合32.1千円（6.8％）と

泊漁協の比率が高くなっている６）。このことは，泊漁協

の漁業依存度の高さと他 2漁協の兼業度の高い漁業経営

形態のあらわれと考えられる。以上は 1970年の数値で，

六ヶ所村海水漁業協同組合，六ヶ所村漁業協同組合が，む

つ小川原港建設のため共同漁業権を消滅させられる以前

のものである。現在（2000年度）の 3漁協のおおよその

漁獲金額（取扱金額）とその村内総漁獲金額に占める割

合は，各漁協参事のヒアリングから泊漁協 15 億円

（76.9％）六ヶ所村海水漁業協同組合 3億円（15.4％），

六ヶ所村漁業協同組合1.5億円（7.7％）である。本稿で

は，六ヶ所村漁業者の動向とその社会経済的背景を考察

するにあたって村内漁業に大きな比率をもつ泊漁協の動

向を中心に検討する。

　 2）漁業生産

　六ヶ所村の漁業の大きな部分を占めるのはスルメイ

カ，すなわちイカ釣り漁業である。その他に定置網での

サケ，サバ，イカナゴなど，磯漁業でのコンブ，ワカメ，

アワビなどがあるが，漁獲高で非常に大きな部分を占め

るのはスルメイカである。ここでは六ヶ所村の主たる漁

獲物であるスルメイカを中心に地域の漁業生産の動向を

みていきたい。戦後，イカ釣り漁業はその漁獲量，漁獲高

において青森県の漁業全体の大きな部分を占めてきた。

スルメイカの漁獲高と県漁獲金額全体に占める比率は，

1969年 87億円（35.5％），1974年 284億円（42.6％），

1980年 310億円（30.1％），1987年 512億円（44.7％），

1992年 286億円（28.6％）で，県全体の漁獲金額の約 3
割（1969～1992年の平均31.6％）７）にもなっている。

　六ヶ所村のスルメイカ漁獲金額が県全体のスルメイカ

漁獲金額に占める割合は，1969 年 3 億 3,000 万円

（3.8％），1974年 4億5,000万円（1.6％），1980年 4億300
万円（1.3％），1987年3億 2,000万円（0.6％），1992年7

億 9,100 円（2.8 ％）で，全般的にほんのわずかな水準

（1969～ 1992年の平均は 2.0％）でしかない８）。ここで

の数値は，属地調査によるものであるが，六ヶ所村内漁協

（泊漁協）所属漁船の水揚げが村外漁港（八戸漁港，大畑

漁港他）から村内漁港（白糠漁港焼山地区）に比重を移

す 1980 年代以降でも県全体の漁獲に占める低位置は変

わらない。しかしスルメイカは六ヶ所漁業の大きな部分

を占める地域漁業者の中心的漁獲物である。

　イカ釣り漁業は古くから青森県沿岸各地でおこなわれ

てきたが，1本釣りと同様に資源保全上，調整する必要が

ないとされ，もともと自由漁業として行政庁の許可対象

になっていなかった。また漁法も特別な技術を要せず，

戦後は復員者や他職業からの転業・兼業者も多かった。

1947年には，イカ釣による青森県の漁獲量は戦前の水準

を越え約 50,000 tとなり，県総漁獲高の半分（55％）を

占めていた９）。1950年代のイカの「大漁貧乏」は，漁業者

に深刻な事態をもたらした。それは 1950 年の価格統制

撤廃と漁船の増加にともなう水揚げの激増，未整備の後

方処理施設，また流通機構の不備の結果であった。八戸

漁港でも魚価対策委員会を設置し，「船止め」など漁獲調

整もおこなったがイカの暴落は続いた。魚価安は，漁獲

増大で収益を確保しようとする漁獲量の競争に向かわ

せ，漁船の大型化，イカ釣り船の集魚灯光力の増強，操業

区域の拡大となった。こうした事態を憂慮し，八戸の水

産業界では，イカ釣り漁業の許可制を水産庁に陳情，

1958 年に県は青森県イカ釣り漁業臨時調整規則を公布

した。それによって 15 t以上（第一種イカ釣り漁業）を

知事の許可制に，5 t以上15 t未満（第二種イカ釣り漁業）

を届け出制とした１０）。直流発電機から交流発電機に代わ

り光力が高まった集魚灯に対しても，県は1951年に規制

をはじめた１１）。1960 年代にはイカ釣り漁船の大型化が

すすみ遠洋への出漁が盛んになった。六ヶ所村漁業では

村内漁港（白糠漁港焼山地区）では 30 tが漁船規模の上

限という制約のため漁船の規模拡大は限界１２）があった

が，漁獲高は装備の近代化もあり増加傾向で推移した。

　1979 年の第 2次石油ショックによる燃油高騰１３）によ

＜環境問題研究班「調査と資料 第 28号 むつ小川原開発計画の発展と諸問題」関西大学経済・政治研究所　1979年p. 80＞

図 1　漁業協同組合取扱漁獲高_1970
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り操業コスト上昇のため出漁回数が減少し，またスルメ

カは魚価安により漁獲金額は減少した１４）。1980 年以降

の漁獲量を図 2「漁種別漁獲量（属人）_ 六ヶ所村」か

ら概観したい。1980 年代は 3年おきにスルメイカの漁

獲減にみまわれた。またニュージーランドイカ，近海イ

カの豊漁に加え，輸入物の急増が重なり，ときには価格が

半値にも暴落した１５）。核燃サイクル海域調査開始の年

（1985年）とその前年（84年）もスルメイカの漁獲はか

なり落ち込んでいた１６）。しかし，1989年から90年代にか

けてスルメイカの漁獲は大きな変動（91年の減，93年に

かけての急増，94年，95年の急減）をともないながらも

大幅に拡大した。その一方で，市場への供給過剰で魚価

の低迷となり，漁業収益は漁獲増ほど伸びなかった。

　図 3「いか取扱数量と魚価」は，スルメイカの1976年

から 1999 年にかけての泊漁協取扱高と魚価（漁協取扱

金額÷漁協取扱数量）の関係をあらわしている。全般的

に取扱数量と魚価は需要曲線の反比例関係にあり，スル

メイカの魚価（1kg 当たり）は，漁獲が低迷していた

1986年の 1,035円から豊漁時の 1992年の 275円（1986
年の 26.6％）と落ち込み，漁獲量の増大を反映して魚価

の低迷は著しい。

＜東北農政局青森統計情報事務所「青森農林水産統計年報」1972～1999各年から作成＞

図 2　漁種別漁獲量（属人）_六ヶ所村

＜青森県企画部統計課「海面漁業数量調査結果書年報」1969～1992各年から作成＞

図 3　するめいか魚価と数量_六ヶ所村
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　 3）漁業経営

　1960年代までイカ釣り漁船には多くの「釣り子」と呼

ばれる人たちが乗船し，漁獲物は船主と「釣り子」で折半

するという制度１７）がとられていた。しかし高度経済成

長の時期，漁業就労人口が大きく減少した結果，「釣り子」

が不足した。この頃，イカ釣り漁法は，ドラムに巻き付け

た釣り糸を海中に下ろしては，また巻き上げるという人

力を用いた方式となっていた。20 t のイカ釣り船では 8
人くらいの「釣り子」が乗り込み操業をしていた。「釣り

子」不足解消のためイカ釣り船の機械化が模索され，釣り

糸の巻き上げを電動にしようとした。この方式は 1962
年の青森県水産試験場の研究成果から実用化され，イカ

釣り船の機械化が急速に進んだ１８）。その結果，イカ釣り

漁業は，最も資本投下の少ない漁業から最も資本投下の

大きい漁業へと転換し，漁獲効率が向上した一方，操業コ

ストの上昇になった。

　六ヶ所村漁業者を，個人漁業（漁家）と漁業従事者

（漁業雇われ）の 2 つに分けてそれらの推移をみてみた

い。個人漁業（漁家）については，図 4「個人漁業の専兼

業別経営体数_六ヶ所村」にみられるように，兼業（自営

漁業が主・従）経営体数，比率とも急激に低下した。兼

業（自営業が主・従）経営体数とその個人漁業経営体全

体に対するその比率は，1968年 434（98.4％），1973年

175（91.1 ％），1978 年 114（83.2 ％），1983 年 147
（77.4％），1988年 119（85.0％），1993年 73（58.4％），

1998年57（57.0％）19）である。30年間に，兼業（自営

業が主・従）経営体数はほぼ100％から20％弱にまで低

下した。

　この図 4「個人漁業の専兼業別経営体数 _六ヶ所村」

と青森県全体の同様の統計とを比較すると，六ヶ所村で

は兼業（自営漁業が従）経営体数の減少の度合いが急激

である。ことに「自営漁業が従」の経営体の減少が急激で

あった。その経営体数と個人漁業全体にたいする比率で

は，1968年342（77.6％），1973年79（41.1％），1978年

28（20.4％），1983年 24（12.6％），1988年17（12.1％），

1993年13（10.4％），1998年15（15.0％）２０）と，とりわ

け 1968 年から 1978 年にかけての減少が顕著である。

1968年から 73年にかけての時期は兼業先として出稼ぎ

就労を除けば，農業（零細農家経営や雇われ農業）が主

であった。しかし，同期間は開発のための農地の投機買

いによって地域農業が崩壊しつつあり，その結果「自営漁

業が従」の経営体は農業とともに漁業からも離反２１）し ，

急激に減少した。そうした人々は，むつ小川原開発関連

の建設業界や周辺市町村での賃金労働者となり，あるい

は村外流出したものと考えられる。

　一方，専業経営体は，総数では 40から50と上下してい

るが，その経営体数と個人漁業全体にたいする比率では，

1968 年 7（1.6 ％），1973 年 17（8.9 ％），1978 年 23
（16.8％），1983年 43（22.6％），1988年 21（15.0％），

1993年52（41.6％），1998年 43（43.0％）２２）と着実に上

昇してきた。

　図 5「漁獲金額別経営体数_六ヶ所村」は，1968年か

ら 5 年ごとに 1998 までの六ヶ所村の漁獲金額別経営体

数をあらわしている。全体的に漁獲金額が小さい零細経

営が六ヶ所村漁業の特徴である。しかし年間漁獲金額が

1,000万円未満の特に零細な部分の経営体数，比率を計算

すると，1968年 431（97.7％），1973年 334（87.0％），

1978年116（75.8％），1983年173（86.1％），1988年134
（89.3％），1993年 89（71.2％），1998年 47（45.2％）２３）  
と徐々に零細な部分の比率が減少する傾向はみられる。

そして年間漁獲金額が 1,000 万円以上の経営体数とその

比率は，1968年10（2.3％），1973年50（13.0％），1978
年 37（24.2 ％），1983 年 28（13.9 ％），1988 年 16
（10.7％），1993年 36（28.8％），1998年 57（54.8％）２４）

と規模が比較的大きい部分は経営体数でも比率において

も上昇している。

＜農林省農林経済局統計情報部「漁業センサス」第 4次（1968 年）～第10次
（1998年）から作成＞

図 4　個人漁業の専兼業別経営体数_六ヶ所村

＜農林省農林経済局統計情報部「漁業センサス」第 4次（1968 年）～第10次
（1998年）から作成＞

図 5　漁獲金額別経営体数_六ヶ所村

むつ小川原開発と六ヶ所村漁業



114 114秋元・神田

　図 6「漁船隻数 _動力船 _六ヶ所村」から村内の漁船

隻数の推移をみる。この統計には無動力船は含まれてい

ない２５）漁船の総隻数は 1981年にかけて上昇し，その後

1998 年までほぼ一貫して減少傾向を示している。1981
年の総漁船隻数 244 から 1998 年の 110 隻と半分以下

（45.0 ％）にまで減少した。とくに隻数と比率を低下さ

せたのは3 t以下の動力船で，1976年 28（20.7％），1979
年 54（30.9 ％），1982 年 50（21.7 ％），1985 年 36
（18.3％），1988年16（10.1％），1991年13（9.8％），1994
年 9（7.1％），1998年 5（4.5％）２６）となっている。1981
年に漁船隻数総数が急激に拡大しているが，これは

1979，80年のむつ小川原港建設補償金（ 3漁協合計118
億円）が県から支払われて，その資金が漁船の購入にあ

てられたからと考えられる。このように漁船の規模別の

推移からも，とくに零細な個人経営が漁業から離職して

いったことが想像できる。

　次に漁業従事者（漁業雇われ）の様子をみる。図 7
「漁業雇われ専兼業別世帯数_六ヶ所村」では，「漁業雇わ

れが主」は1973年以降，「漁業雇われが従」は1978年以

降に大幅に減少している。「漁業雇われが従」の世帯数と

比率は各年，1968年98（33.1％），1973年145（26.9％），

1978年326（53.3％），1983年106（30.7％），1988年 23
（11.2％），1993年9（10.2％），1998年10（9.2％）２７）であ

る。「漁業雇われが従」は1978年以降，非常に少なくなっ

た。1978年から 83年の期間にはむつ小川原港建設のた

め六ヶ所村漁協，六ヶ所村海水漁協の沿岸あるいは内水

面共同漁業権が消滅し，こうした漁場に依存していた漁

業従事者（漁業雇われ）数が減少したと考えられる。

　漁業者の兼業の程度は，漁業依存度（漁家総所得に占

める漁業所得の比率）の高低にあらわれる。漁業依存度

に関する六ヶ所村だけの適当な統計資料がないので，青

森県全体のもので代用する。図 8「漁家漁業依存度 _ 青

森県」で，小規模な個人経営体の漁船規模と漁業依存度と

の関係をみると，漁船規模が大きくなるにつれて漁業依

存度が高くなっているが，全般的に漁業依存度は上下し

ながらも低下している。そして趨勢としては兼業による

漁業外所得が増えていく傾向がある。そうした趨勢のな

かでの漁業依存度の上下の動きは，漁獲高の変動，魚価の

変動といった漁業の不安定要因が反映したものである。

この図にみられる 10 t以下の漁船の規模拡大では，それ

に応じて上昇する経費を漁獲量の増加で相殺して利益率

を上昇させるのは困難である２８）。  なお1979年に始まる

漁業依存度の低下（特に 5～ 10 t漁船経営体での低下が

顕著である）は，第 2次石油ショックによる燃油価格の

上昇のための操業コストの上昇と出漁日数の減少の結果

である。こうした状況でこの年，むつ小川原港建設漁業

補償問題が生じた。

　 4）地域経済における漁業

　図9「六ヶ所村純生産額」２９）に示されるように，村政が

開発推進となる1973年以降，村の経済構造変化の大きな

特徴は，建設業の圧倒的拡大である。そこでの特徴は，

＜東北農政局青森統計情報事務所「青森農林水産統計年報」1972～1999各年から作成＞

図 6　漁船隻数_動力船_六ヶ所村

＜農林省農林経済局統計情報部「漁業センサス」第 4次（1968 年）～第10次
（1998年）から作成＞

図 7　漁業雇われ専兼業別世帯数_六ヶ所村
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1979 年以降の石油備蓄基地とむつ小川原港の建設に対

応する形で建設業が急激に拡大し，核燃サイクル関連施

設の建設工事が，1992年以降の建設業の純生産額を大き

くしてきた。

　水産業（漁業）はどうかというと，1963年 4億円 2,000
万円（22.7％），1974年6億円9,400万円（14.8％），1981
年 13億円 1,600万円（3.5％），1988年 7億円 1,100万円

（2.9％），1993年12億円3,100万円（1.7％），1996年11億

円1,400万円（0.8％）３０），と比率を低下させてきた。現在

は，村全体の純生産額の1％にも満たない状況にある。

　図10「15歳以上就業者数_六ヶ所村」は，第1次産業

の農業，漁業とも比率を一貫して低下させている傾向が

顕著であることを示している。それとは逆に建設業は比

率を拡大させているが，純生産額の拡大に比べてそれほ

ど大きくはない。その理由は，農業，漁業からの兼業が多

＜青森県企画部企画課『第 8次（1964年）～第19次（1988年）青森県経済白書』から作成＞

図 8　漁家漁業依存度_青森県

＜青森県企画部企画課「経済開発要覧」1966～1999各年から作成＞

図 9　六ヶ所村純生産額

＜青森県企画部企画課「経済開発要覧」1966～1999各年から作成＞

図 10　15歳以上就業者数_六ヶ所村

むつ小川原開発と六ヶ所村漁業
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く，統計上（この一次統計は5年毎の国勢調査），このよ

うな兼業就業者は建設業ではなく第 1次産業に計上され

ているためである３１）。兼業も含めると建設業の従業者

は，実際はこの数値の 2倍以上になると思われる。建設

業の飛躍的な成長が漁業者に及ぼした大きな影響は，農

業よりも多い現金収入になる建設業界が漁家の兼業先と

して選好されたことである。また他産業の就業先を主に

漁業に従事していた人たちは，他産業と建設業との兼業

をすることで漁業から去った。

4．地域漁業者の動向の背景

　 1）むつ小川原港建設漁業補償問題

　むつ小川原開発の是非をめぐっては，村議会内では

1972年10月３２）に，村長選挙では1973年12月３３）に開発

推進ということで決着がついていた。一部村民の根強い

開発反対の運動があったが，港湾建設に関し村内 3漁協

では早い時期から漁業補償額をめぐる条件闘争の性格が

あらわれていた。共同漁業権の大半を失う六ヶ所村漁

協，六ヶ所村海水漁協からも港湾建設そのものへの強い

反対の意志は表明されなかった。これら 2漁協は，沿岸

漁業への依存度が高いにもかかわらず，農業などとの兼

業の零細漁家がほとんどで漁業生産性は低位で，漁家経

済に占める漁業収入比率も低かった。一方，港湾建設に

よる消滅漁場に入会権などをもつ六ヶ所村北端に位置す

る泊漁協は，漁業の主力は沖合のイカ釣り漁業で，距離的

にも遠い南方のむつ小川原港建設での漁業への影響は小

さかった。

　個人漁業（漁家）については，兼業（自営業が主・従）

経営体数とその個人漁業経営体全体は，10年間に320減

少，比率も100％から80％台にまで低下した。逆に，漁

業従事者（漁業雇われ）については上昇してきた。これ

は廃業した零細漁家が漁業従事者（漁業雇われ）に転じ

たものと考えられる。純生産額の推移は建設業の急激な

拡大と水産業（漁業）の比率の低下を示しているが，漁

業者にとってむつ小川原開発関連建設事業は有力な兼業

機会となる。それは兼業（自営業が主・従）経営体数の

減少と，それが建設工事に従事しながら漁業従事者（漁

業雇われ）となる状況にあらわれている。むつ小川原港

建設漁業補償問題の生じる1979年にかけて，地域漁業は

建設業の急激な成長の結果，零細漁家の廃業や兼業先と

して建設業への転換といった状況がすすみつつあった。

　村内 3漁協とも港湾建設と漁業補償額に関しては，一

般組合員と漁協役員との意思決定に大きな相違はなかっ

た。そして，通常の漁業補償算定額に算定基準となる年

間水揚げ数量などを県と漁協が偽造した結果，村内 3漁

協合計 118億円で短期間の妥結をみた。しかし，漁業補

償金の配分については漁協内で争いがあった。これを泊

漁協について検討したい。むつ小川原港建設漁業補償金

は1980年2月，泊漁協には33億円が支払われた。この組

合員への配分については漁協が責任をもっておこなうこ

ととされた３４）。この 33億円の補償金はまず，「組合員割

り」として 14億 5,000万円，「船主割り」も同額の 14億

5,000万円，そして「釣り子割り」4億円の3つに分けられ

た。「組合員割り」の14億5,000万円は，803人の組合員

（正組合員617人，準組合員186人）で均等配分して1人

181万円，「船主割り」の 14億 5,000万円は船主の 142人

（筆者推定）で除して平均 1,021 万円となる。雇われ漁

業者への配分である「釣り子割り」は，4億円を 400人（筆

者推定）で除して平均 100万円となった。なお漁協組合

員は 1世帯から 1人と定款で決められており，したがっ

て 1世帯で補償金を重複して受け取ることはできない。

単純には漁業補償配分は以上の計算となる。しかし実際

には，「組合員割り」は出資，加入年度，貢献度によって

配分割合が算出され，また「船主割り」では漁種別や漁法，

漁船規模，実績，経営年数になどで配分が異なる。「釣り

子割り」は，乗組員調査に基づき船主に報告された乗組

員数分を交付して船主が配分することになった３５）。

　この配分方法に関し，1980年8月17日の泊漁協臨時総

会で異議が提起された。漁民相互振興委員会（赤石唯三

郎会長）は，船主の取り分が多すぎるとして反対の署名

簿（478 人分）を提出し配分割合を白紙撤回要求した３

６）。また滝口作兵ヱ理事は，「組合長（配分委員会）が示

した議案はあまりにも格差が大きい」と発言している３

７）。しかしそれらの主張は認められず結局，ほぼ原案通

りの方法で配分されることになった。図11「むつ小川原

港建設漁業補償_配分平均_泊漁協」は，筆者の現地での

ヒアリングと資料からの推定値である。ここに明らかな

ように，船主と釣り子（漁業雇われ）の開きは大きい。

配分平均の比率は，船主を1.00とすれば，「釣り子」（漁

業雇われ）は 0.27，「その他の組合員」は 0.18 にすぎな

い。漁業補償金の配分方法に関して，漁業従事者である

「釣り子」と「その他の組合員」は，個人経営者である船

主の配分が大きすぎるとして不満を表明した。

　どのような配分方法が公正であるかは，意見の分かれ

るところである。筆者の漁業者のヒアリングからは，お

＜「東奥日報」1980年8月18日付と筆者の六ヶ所村泊でのヒアリングから作成（推定値）＞

図 11　むつ小川原港建設漁業補償_配分平均額_泊漁協_推定
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およそ次の 2つの意見が聞かれた。ひとつは，漁業補償

金は港湾の建設によって消滅する漁場に対して支払われ

る。（泊漁協では入会権のみの影響補償）したがって漁

業権が消滅（泊漁協では入漁権が消滅）する海域でのそ

れぞれの漁業者の依存度（消滅漁場での水揚げ高）を基

準にすべきという考えである。それに反対する意見とし

ては，消滅漁場の漁業権は共同漁業権という形で漁協が

集団で一括して所有しているので，すべての組合員は平

等にその権利をもっている。したがってその補償金の配

分も全組合員が基礎算定で均等割にし，それに上乗せす

る形で漁業の実態にあわせ調整をする方法が妥当である

というものである。むつ小川原港建設漁業補償金の配分

は，基本的には後者の考えに沿った方法でおこなわれ

た。基礎算定である「組合員割り」14億5,000万円が均等

割りにされたが，「船主割り」14億5,000万円と「釣り子

割り」4億円の格差が非常に大きく，「釣り子」（雇われ漁

業者）から強い不満が表明された。

　また「その他の組合員」のなかには，沿岸漁場への依存

度の高い小規模漁船（5 t 以下）漁家が含まれていた。

こうした組合員は，漁業権（泊漁協では入会権）が消滅

する海域での漁業依存度（消滅漁場での水揚げ高）を基

準にすべきということを公平と考えていた。むつ小川原

港の建設によって消滅する漁場は，掘り込み港湾（内港

区港湾）建設予定内にある内水面共同漁業権漁場と，

六ヶ所村出戸から新納屋にいたる前面海域（外港区）で

ある共同漁業権漁場とそれに隣接する港湾区域内の共同

漁業権以外の漁場（許可漁業・自由漁業）である。泊漁

協は海面，内水面には共同漁業権を有しておらず，海面の

入会権だけをもっていた。この海域で漁業を営む泊漁協

所属船はすべての階層規模の漁船であるが，5 t以上の船

はそれより沖合（共同漁業権海域の外側，海浜から 2.7
㎞以上の沖合）を主な漁場としていて，沿岸の漁場への

依存度は一般に漁船規模が大きくなるにつれて小さくな

る。したがって補償金配分について，漁業権（泊漁協で

は入会権）が消滅する海域でのそれぞれの漁業者の依存

度を基準にすべきという考えから，零細漁業者は大きな

不満をもったのである。

　 2）核燃サイクル海域調査問題

　「核燃サイクル施設立地漁業補償」は，むつ小川原港建

設の漁業補償としてすでに解決済みという見解が，県な

らびに事業者より早い時期から打ち出されていた。その

ため地域漁業者の核燃サイクル施設立地に対する意思表

示の機会は，施設立地のための環境調査の一環である海

域調査の諾否だけであった。先のむつ小川原港建設の結

果，六ヶ所村漁協，六ヶ所村海水漁協はその共同漁業権の

大半を失ったこともあって，それら2漁協は漁業生産量・

額でも村経済のなかでわずかな比率しかもたなかった。

2 漁協は協力料の要求すらせず，海域調査を役員会ある

いは理事会で早期に受諾した。これは争うべき経済権が

先のむつ小川原港建設によってほとんど失われていたか

らである。それに対し泊漁協では，他 2漁協と比較して

漁業依存度も高いこともあり，核燃サイクル事業そのも

のに反対という漁業者も多かった。海域調査賛成派内に

も，漁業補償がむつ小川原港建設とは別という主張があ

り，再補償要求という条件闘争の性格を早くからおびて

いた。しかし漁協理事の過半数が，漁業補償はむつ小川

原港建設の漁業補償としてすでに解決済みという姿勢を

頑なに貫いた。調査ブイの設置という海域調査それ自体

が地域漁業に悪影響を及ぼすことはほとんど問題とはさ

れなかった３８）。核燃サイクル海域調査反対運動は，核燃

サイクル事業そのものに反対，あるいは漁業補償の再補

償要求という漁業者の意志のあらわれであった。そうし

た強い反対にもかかわらず，核燃海域調査は強行された３

９）。

　1986 年 6 月に始まる核燃サイクル海域調査終了後の

1987年 2月にかけて，海域調査協力金などが事業者側か

ら漁業者へ支払われた。これは泊漁協への 1 億 7,620 万

円，それと海象調査対策協議会（館花昌之輔会長）４０）へ

用船料として支払われた 1億 8,500万円の合計 3億 6,120
万円である。泊漁協への1億7,620万円は，海域調査協力

料として 1 組合員一律 20 万円が漁協から組合員の口座

に一方的に振り込まれた。海象調査対策協議会への 1億

8,500万円については，漁協への手数料（134万円）４１）を

差し引いた 1億 8,366万円を協議会の調査に船を出した

約 100人に対し協力内容などによって配分された（以上

の数値はヒアリングからの筆者推定）。

　図 12「核燃サイクル海域調査_協力金など平均値_推

定」でみられるように，海域調査の賛否を問わず組合員全

員に一律 20万円，そして海域調査に積極的に協力した海

象調査対策協議会の会員には，その 20万円に平均184万

円を上乗せした平均 204万円が支払われた。この結果，

海域調査に船を出した組合員は，そうでない組合員の平

均10.2倍の協力金を手にした。

＜「東奥日報」1986年 4月7日付，1993年6月 23日付，と筆者の六ヶ所村泊でのヒ
アリングから作成（推定値）＞

図 12　核燃サイクル海域調査_協力金など平均値_推定

むつ小川原開発と六ヶ所村漁業
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　「 4．地域漁業の状況」で述べた地域漁業の状況をここ

で再確認しておきたい。核燃サイクル海域調査が始され

る1985年にかけての数年間，スルメイカの漁獲は大きく

落ち込んでいた。「 3．地域漁業の状況，2）漁業生産」

の図 2「漁種別漁獲量（属人）_六ヶ所村」にみられるよ

うに，とくに1981年以降，スルメイカの漁獲は低位で推

移し，漁業収益は低迷していた。イカ釣り漁業は，設備や

燃料に費用のかかる漁法のため，多くのイカ釣り船の所

有者は，漁協からの借入金によって設備資金をやりくり

していた。規模の大きい船の船主は専業漁業者が多く，

零細漁家や漁業従事者は第 2種兼業者が多く，経営状況

が異なっていた。したがって，そうした船主にとっては，

海域調査に協力することで協力金を得られることは魅力

的だったと思われる。また 10 tから 20 t規模のイカ釣り

船は沖合漁業が主で，そうした個人経営者は沿岸漁場へ

の関心は比較的薄く，核燃サイクル施設立地への危機感

は沿岸零細漁家ほど強くなかった。したがって協力料や

用船料を得ることに関心が強かった。

　事業者側は海域調査にかかる費用をできる限り削減し

たかった。事業者が海域調査のために泊漁協に支払った

のは 3億 6,120 万円（筆者推定）である。この補償金額

は，たとえば原子力発電所建設にともなう漁業補償額と

比較すると格段に安い４２）。また青森県は，先のむつ小川

原港建設の漁業補償の際，行政統計の偽造までおこない

地域漁業者へ多額の補償金を支払っているとの認識があ

り，核燃サイクル立地での再補償は最初から不問に付し

ていた。むしろ核燃サイクル施設予定地の沿岸漁業権が

消滅していることを恰好の条件として，立地の誘致運動

をしてきた。そのため青森県は，核燃海域調査賛成派の

強化のため，泊漁協の自治に不当に介入したものと考え

られる。

　 3）村内漁業協同組合の意志決定

　戦後の漁業法は地域漁協に共同漁業権の主体としての

地位を保証した。この法的根拠に基づき，地域漁業者は

むつ小川原港建設や核燃サイクル海域調査の際，彼らの

属する漁協を通じて共同漁業権の放棄や補償あるいは共

同漁業権を有する海域への機器の設置などに関する集団

的意思表示を迫られてきた。ここでは特に 1984 年から

86 年までの核燃サイクル海域調査問題での泊漁協の動

向について，地域漁業の状況をふまえて検討しておきた

い。海域調査での漁業者の動向について，以下の点が不

明である。第 1に，漁協組合員全体の利益を代表すべき

漁協理事者の過半数が，核燃サイクル施設立地に関する

漁業補償を要求しないという態度を頑なに貫いたこと。

第 2に，漁協の意志決定においては，不正な書面議決書な

ど非民主主義的方法がしばしばとられたこと４３）。

　以上の点に着目して，泊漁協の意志決定のあり方を考

察する。

　「 3．地域漁業の状況」でみたとおり，六ヶ所村の個人

漁業（漁家）は，兼業経営体数，比率とも急激に低下して

きた。兼業経営体数とその個人漁業経営体全体に対する

そ の 比 率 は，1968 年 434（98.4 ％），1973 年 175
（91.1％），1978年114（83.2％），1983年147（77.4％）４４）

である。15年間に，兼業経営体数はほぼ 100％から 8割

弱にまで低下した。漁業従事者（漁業雇われ）について

は，「漁業雇われが従」の世帯数と比率は各年，1968年98
（33.1％），1973年145（26.9％），1978年326（53.3％），

1983年 106（30.7％）４５）である。個人漁業経営体数，漁

業雇われ世帯数のいずれにおいても1960年代以降，減少

してきた。以上の状況を反映して，漁協の組合員につい

ても減少傾向にあると類推できる。しかし図13「組合員

数_泊漁業協同組合」をみると，組合員数（正組合員・準

組合員合計）は 1976年から 82年まで 800人台，1983年

から 99 年までは約 900 人で推移している。正組合員に

＜泊漁業協同組合文書から作成＞

図 13　組合員数_泊漁業協同組合
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ついては，1977年から97年まで一貫して増加してきた。

これはいかなる理由によるのであろうか。

　組合員の資格は，泊漁協の定款によれば，地域漁業者で

あることの他に，漁業を営む，または漁業に従事する日数

が年間90日以上が正組合員，漁業従事日数年間90日未満

は準組合員の資格を有するとなっている。兼業や高齢に

よる引退を余儀なくされても，なお組合員であり続ける

理由を，筆者の漁業者のヒアリングから以下の項目にま

とめてみた。

　それは，①漁協理事選挙に係わること，②漁業補償金の

配分に係わること，③組合の信用事業の利用に係わるこ

と，④漁協組合員の資格審査委員会が実質的に機能して

いないこと，である。具体的に述べると，理事選挙で理事

に当選したい人は，地縁血縁関係のある支持者が組合か

ら離脱しようとするのを引き留める４６）。漁業者は，個人

経営者であれ漁業従事者であれ，地縁血縁関係はもとよ

り過去における経済的な援助，漁業操業時の手伝いなど

地域社会のなかでさまざまな人間関係がある。漁業補償

金の配分に係わることでは，陸上自衛隊六ヶ所村射撃場

の補償金請求の手続きを漁協が組合員から委任されてお

こなっている４７）。また現在，建設中の東通村原子力発電

所の漁業補償金の配分を受け取るためにも，漁協の組合

員でなければならない。組合の信用事業の利用に係わる

ことは，経営が不安定な漁業者の設備資金などの借入先

は漁協がほとんどであり，漁協から借金をするには本人

が組合員であることは当然として保証人も組合員である

と都合が良い。漁協組合員の適格性を調査するのが，漁

協内の資格審査委員会である。しかし資格審査委員は，

組合員の適格性を欠くことを不問に付すことが多い。そ

の理由は以上述べたことから明らかなように，様々な人

間関係から成立している地域社会の一員である資格審査

委員は，組合から離脱がその本人ならびに他の組合員の

不利益になる結果をあえて望まないからである４８）。

　それでは先に述べた海域調査における漁業者の動向に

関する疑問点について考えたい。それは，第1に，漁協組

合員全体の利益を代表すべき漁協理事者の過半数が，核

燃サイクル施設立地に関する漁業補償を要求しないとい

う態度を頑なに貫いたこと。第 2に，漁協の意志決定に

おいては，（不正な）書面議決書など非民主主義的方法

がしばしばとられたこと。以上の 2点である。第 1点に

ついては，漁協理事者の過半数を支えていたのは，漁協内

の任意組合である「海象調査対策協議会」（館花昌之輔組

合長，約 100人）であった。船主らは海域調査に自らの

船を出すことで支払われる用船料に大きな期待を抱いて

いた。（海域調査に賛成の船主は 100 人で正組合員の

14.2 ％）むつ小川原港建設漁業補償の前例にあるよう

に，政治的加算という用船料の上乗せもありうると打診

もあった。一方，漁協内の核燃サイクル海域調査反対派

は，正組合の大半（正組合員708人－100人〈海象調査対

策協議会〉＝608人，85.9％）を占める沿岸漁場に依存す

る兼業の零細漁家のほとんどである。正組合員のなかに

は本来の正組合員としての要件を満たさない者がかなり

含まれている。反対派には一部船主も参加しているが，

船主階層は反対派理事（理事 7人中 3人）として彼らの

主張を代弁した。

　以上の状況で，水産業協同組合法や泊漁協定款の趣旨

にしたがい総会で，核燃海域調査の諾否をとれば，否決さ

れるのが確実であった。なんとしても海域調査の受諾を

とりつけたかった賛成派理事は，（不正な）書面議決書

など非民主主義的方法をしばしばとることになった。開

発計画推進に硬直的な青森県は，漁協にたいする監督行

政官庁である立場を利用し，反対派組合長の排除と賛成

組合長の創出のため，漁協の自治に介入した。事業者側

も理事会の海域調査賛成派を強化するための協力金上乗

せという買収工作に尽力した。むつ小川原開発推進とい

う青森県の至上命題のため，本来漁協の民主的自治に委

ねられる事項に，行政と事業者が海域調査賛成派理事者

を強力に支援することで行政と事業者が望む結論を導き

出そうとしたのである。

5．結　　　　論

　 1）漁業者の動向を規定した経済的要因

　むつ小川原港建設漁業補償については，港湾の建設に

より共同漁業権の大半を失う六ヶ所村漁協，六ヶ所村海

水漁協から建設反対はなかった。それはこの 2漁協は兼

業零細漁家が多く漁業生産性は低位，漁家経済に占める

漁業収入比率も低く漁業補償金を選択したからである。

港湾建設で消滅する漁場に入漁権をもつ泊漁協は，主力

は沖合のイカ釣り漁業で港湾建設の影響は小さく港湾建

設には反対せず，2 漁協と同様に漁業補償金を選択し

た。この頃，むつ小川原開発計画の基盤整備のため建設

業が成長し始めた。建設業の急激な拡大とともに，零細

漁家は廃業，あるいは兼業先として建設業への転換がす

すみ開発を不可避とする状況ができつつあった。

　漁業補償交渉は，水揚げ数量などを偽造して補償額を

上積みし，村内 3 漁協合計 118 億円で短期間の妥結に

至ったが，補償金配分に関し漁協内で争いがあった。泊

漁協では補償金 33億円の配分比率は，船主の 1.00に対

し，「釣り子」（漁業雇われ）は 0.27，「その他の組合員」

は 0.18 にすぎなかった（平均値，筆者推定）。「釣り子」

と「その他の組合員」は，船主の配分が大きすぎると不満

を表明した。比較的大きな漁船の経営者は，沖合を主な

漁場としており沿岸漁場での依存度は低く港湾建設によ

る影響は比較的少なかったが，魚価低迷と操業費用の高

騰により経営は悪化していた。漁業従業者と沿岸漁業の

零細漁家は，漁業権（泊漁協では入会権）が消滅する海

域での漁業依存度が高く上の補償金の分配方法には反対

した。

　1979年からのむつ小川原港建設漁業補償問題は，沿岸

むつ小川原開発と六ヶ所村漁業
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漁業の零細漁家と漁業従事者が漁業以外の兼業に移行し

つつある時期に生じた。そのため沿岸漁場を漁業補償金

と引き替えに放棄し，漁業と開発の共存を指向したと考

えられる。漁業補償金の配分に関しては，それぞれの漁

業者のおかれた経営状態の相違を反映し争いが生じた。

地域漁業者の核燃サイクル施設立地にたいする意思表示

は，先のむつ小川原港建設にともない共同漁業権消滅の

ため海域調査の諾否だけだった。1985 年からの海域調

査反対の運動は，核燃サイクル事業そのものに対する反

対，あるいは再漁業補償要求という漁業者の意志の表れ

だった。当時，村内純生産総額に占める漁業の比率は一

貫して低下していた。1978年にかけて，急激に低下して

きた漁業経営体は，この時期，一時的に増加した。漁業従

事者は，1978年頃は零細漁家からの転換によって増加す

るがその後，激減した。これは兼業先として漁業より開

発関連の建設業などに移行した結果である。

　核燃サイクル海域調査問題の基本的な図式は，専業漁

業経営者と零細漁家や漁業従事者の対立であった。専業

漁業経営者の多くは当時，漁獲低迷のため経営難の状況

にあった。また沖合漁業を主とする船主は，沿岸漁場へ

の関心は低く協力料や用船料を得ることを指向し海域調

査に賛成する船主が現れた。零細漁家は，他産業から兼

業収入が増え漁業依存度は低下しつつあったが，沿岸漁

場への依存度は高く核燃サイクル事業に大きな疑念をも

ち海域調査に反対した。漁業従事者は漁業就労から他産

業就労へ転換しつつあったが，再漁業補償が不問にした

ままでの海域調査に反対した。以上の状況で，漁協理事

の過半数が，海域調査賛成という姿勢を貫き，結局，青森

県の介入もあって海域調査は実施された。

　海域調査終了後に支払われた協力金は，海域調査の賛

否を問わず組合員全員に一律 20万円，そして海域調査に

協力した船主には用船料が支払われた。事業者は，海域

調査で総額 3億 6,120 万円（筆者推定）を泊漁協と海象

調査対策協議会に支払ったが，これは原子力発電所建設

にともなう漁業補償金と比較すると非常に低額で，立地

費用を大幅に削減できた。青森県当局は，沿岸の共同漁

業権が消滅していることを前提に核燃サイクル施設の誘

致運動をしてきた経緯からも，泊漁協の自治に不当に介

入し，むつ小川原開発計画が頓挫するのを防いだ。

　以上，主に経済的背景のみから核燃サイクル海域調査

問題を論じたが，放射能汚染から漁業や郷里を守るため

核燃サイクル事業に反対し，そのために行動してきた多

くの船主，漁業従事者がいたことを明記しておきた

い４９）。

　 2）漁業協同組合の意志決定の問題点

　戦後の漁業法が地域漁協に共同漁業権を与えたことに

より，六ヶ所村漁業者は，むつ小川原港建設や核燃サイク

ル海域調査の際，漁協という組織で意思表示をすること

になった。漁業者は，沿岸漁場の共同漁業権にたいする

権利を漁協という集団で所有していることがきわだった

特性である。六ヶ所村の漁業経営体数は 1960年代以降，

漁業雇われ世帯数は1978年以降，いずれも大幅に減少し

た。しかし泊漁協の組合員数は，正組合員数が1977年以

降，増加した。組合員の適格性を失っても組合員であり

続ける傾向が強い。その理由は，漁協理事選挙に係わる

こと，漁業補償金の配分に係わること，組合の信用事業の

利用，そして組合員の資格審査委員会が機能していない

ことによる。

　漁業者はきわめて多様である。漁業経営者と漁業従事

者，漁法や漁船規模，漁場とする海域，漁業依存度などで

大きな格差をもつ地域漁業者が漁協を形成している。さ

らに現実には，本来の組合員の適格性を欠く組合員もそ

の構成員として加わる。そうした漁業者が正組合員であ

れば，平等に議決権を有する。漁協の議決で最も重要な

議案は，共同漁業権などに係わることである。つまり漁

業権などを補償金と引き替えに放棄するかどうか，その

補償額が適正かどうか，また補償金配分をいかにおこな

うか，などの事項である。漁協の集団的意志決定におけ

る困難とは，利害関係が異なる多様な漁業者から成る集

団で合意を形成しなくてはならないことである。した

がって漁協幹部が漁協内のある特定の漁業者の影響を強

く受ければ，その要請にそった方向で正組合員の議決で

はない非民主的方法での決着をめざす可能性がある。

後　　　　記

　本稿を書くにあたり，六ヶ所村ではたくさんの方々に

貴重なお話を伺った。とくに樋口松之助泊漁協理事，「核

燃から漁場を守る会」の坂井留吉副会長，六ヶ所村農林水

産課橋本和夫氏には大変お世話いただいた。また三重大

学の長谷川健二教授には，特に漁業法に関し貴重な指摘

を受け感謝している。

注

1）六ヶ所村では，典型的な出稼常習地帯で，村の人口 1万

2,000人のうち8,000人は出稼しており，50歳以下の男子

の 9割は出稼していると村当局は説明している〔 1〕参

照。

2）漁業法施行法第 9条「政府は，漁業権またはこれを目的

とする入漁権，賃借権もしくは使用貸借による借主の権

利（以下「漁業権等」と総称する。）を第一の規定による

漁業権の消滅のときに有している者に対して，この法律

の定めるところにより補償金を交付する」青森県〔 2〕

p. 422参照。

3）共同漁業権の権利主体は組合となった。そのため旧漁

業権のうち専用漁業権は，2 年以内に漁業協同組合に強

制的に譲渡させ，その後に漁業権の全国的整備をおこな

う。組合と組合にまたがる問題を処理するための新た
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な地調整機能をもつ委員会を組織する。青森県〔 2〕

p. 553参照。

4）共同漁業権での免許の適格性は，①関係地区の全部また

は一部をその地区に含むこと。②業種別漁業協同組合

（または連合会）でないこと。③関係地区内に住所を有

し， 1年に 90 日以上沿岸漁業を営む者の 3 分の 2以上

（世帯数）を組合員に含むこと。定置漁業権と区画漁業

権に関しては，適格性と優先順位に従って免許が与えら

れる。優先順位とは漁協，生産組合，漁民会社，そして

個人である。

5）1954 年 6 月，六ヶ所村内水面漁業協同組合は解散して

六ヶ所村海水漁業協同組合に吸   収合併された。六ヶ所

村史編纂委員会〔 3〕1996年p. 996参照。

6）関西大学経済・政治研究所〔 4〕p. 80から計算。

7）青森県企画部統計課〔 5〕1969～1992各年から計算。

8）青森県企画部統計課〔 5〕1969～1992各年から計算。

9）青森県〔 2〕p. 594参照。

10）青森県〔 2〕p. 16参照。

11）青森県は1951年，海面漁業調整規則の公布により，イカ

釣り漁業の集魚灯の使用する電球を 8 個（1 個 1,000

ワット以内）8,000 ワット以内として規制するように

なった。青森県〔 2〕p. 592参照。

12）漁船の規模拡大には，資金の借入についても限界があ

る。借入先としては漁協の信用事業の利用が多く，担保

は土地が一般的である。六ヶ所村泊での漁業者のヒア

リング（2000年12月）から。

13）燃料は青森県漁連が供給元になって漁協で手配してい

る。この漁協の系統燃油は全国統一価格。第 1 次石油

ショック（1973 年）のときは極端な燃油不足や価格上

昇にもならなかった。しかし第 2次石油ショック（1979

年）の価格上昇は激しく 1kl（1,000 l）が 3万 8,000円か

ら 6万 3,000円と約 2倍となった。六ヶ所村泊での漁業

者からのヒアリング（2000年10月）から。

14）青森県企画部企画課〔 6〕p. 62参照。

15）青森県〔 2〕p. 678参照。

16）「いかの取扱高が 3 億円を割るという近年にない不漁。

他漁業は平年並み。全体計画の 50％しか達成されない」

〔 7〕

17）釣り子と船主の漁獲金額の配分は，戦後は 8（釣り子）

対 2（船主）。ところが漁船が1970年代に機械化がすす

むことで経費がかかるようになり，7（釣り子）対 3

（船主）。そして 5（釣り子）対 5（船主）になった。現

在は給料制で，漁獲高が多ければ固定給の他に歩合で収

入が増える。六ヶ所村泊での漁業者のヒアリング

（2000年10月）から。

18）青森県企画部企画課〔 8〕p. 88参照。

19）農林省農林経済局統計情報部〔 9〕第 4次（1968年）～

第10次（1998年）から計算。

20）農林省農林経済局統計情報部〔 9〕第 4次（1968年）～

第10次（1998年）から計算。

21）個人漁業にとって設備資金の借入は非常に重要であ

る。農業を営む漁家は主に農地を担保に漁協から資金

を借り入れている。したがって開発によって土地を手

放した漁家は，資金導入の担保能力が弱くなった。六ヶ

所村泊での漁業者のヒアリング（2000年12月）から。

22）農林省農林経済局統計情報部〔 9〕第 4次（1968年）～

第10次（1998年）から計算。

23）農林省農林経済局統計情報部〔 9〕第 4次（1968年）～

第10次（1998年）から計算。

24）農林省農林経済局統計情報部〔 9〕第 4次（1968年）～

第10次（1998年）から計算。

25）無動力船は漁協に登録がされないためその実数の把握

は容易でない。東北農政局青森統計情報事務所「青森農

林水産統計年報」には記載されているが，実態と合わな

い数値と思われるためこの図からは除外した。

26）東北農政局青森統計情報事務所〔10〕1972～1999各年か

ら計算。

27）農林省農林経済局統計情報部〔 9〕第 4次（1968年）～

第10次（1998年）から計算。

28）漁船の規模を拡大すれば漁獲量は増えるが，燃料費や設

備費の増加が利潤率を圧迫する。10 t 以下では操業コ

ストを相殺するだけの水揚げは困難である。六ヶ所村

泊での漁業者のヒアリング（2000年12月）から。

29）この図のデータ出所，青森県企画部企画課『経済開発要

覧』1966～1999各年では，サービス業の分類は1966～

1970年までなく，他の項目に含んでいたと思われる。

30）青森県企画部企画課〔11〕1966～1999各年から計算。

31）例えば漁業と土木建設業を兼業している場合，漁業より

も土木建設業からの収入が高くとも，家業として古くか

ら魚家である人は漁民としての誇りや思い入れがある

ため，職業は漁業と回答し，土木建設業とはしないだろ

う。同様のことは農家についてもいえる。

32）1972年10月，六ヶ所村村議会特別対策委員会は，むつ小

川原開発の条件付開発推進を決議した。

33）1973年12月，六ヶ所村村長選挙において，開発推進の古

川伊勢松氏が開発反対の寺下力三郎氏（現職）をや

ぶって初当選。

34）1979年の漁業補償協定において漁協は「その責任におい

て公平かつ適正に補償金の配分をおこなうもの」とされ

ている。青森県教育研究所〔12〕1984年p. 268参照。

35）〔13〕参照。

36）〔13〕参照。

37）〔13〕参照。

38）しかし，濃霧の時にイカ釣り漁船が調査ブイに，イカ針

を引っかけて切断するという事故は発生した。〔14〕参

照。

39）核燃サイクル海域調査問題の推移に関しては，吉田浩論

文〔15〕に詳細な検討がされている。

40）海象調査対策協議会は，事業主体側と用船の稼働や用船

料の交渉にあたる組織。泊港大型船主組合（種市栄太

郎組合長）と泊イカ釣り船主組合（館花昌之輔組合長）

が中心となり1986年 4月に結成された。〔16〕参照。

41）漁協への手数料については1993年6月，組合に支払うべ

き手数料 925万円のうち，134万円を納入しただけで残

むつ小川原開発と六ヶ所村漁業
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り手数料 791万円を着服したという泊漁協着服損害賠償

訴訟が提起されるが，1994年10月に青森地裁で「被告が

原告に対し手数料を支払う契約自体が成立しない」と原

告の請求は棄却されている。〔17〕参照。

42）東通原発（東北電力・東京電力が計画している原発 4

基）の漁業補償は，1982年から交渉に入った。交渉は金

額面で折り合いがつかず建設計画は 12 回も延期され

た。補償額は関係 6 漁協合わせて 151 億 4,100 万円に

上った。交渉が最後に決着した六ケ所村の泊漁協の場

合，1993年11月に初回提示額が8億7,900万円だった補

償額が，1995年1月の最終提示額は15億 6,400万円にま

で跳ね上がった。〔18〕参照。

43）このことに関しては，吉田浩氏の〔15〕で詳細な検討がさ

れている。

44）農林省農林経済局統計情報部〔 9〕第 4次（1968年）～

第10次（1998年）から計算。

45）農林省農林経済局統計情報部〔 9〕第 4次（1968年）～

第10次（1998年）から計算。

46）理事選挙に投票権があるのは正組合員だけである。漁協

総会での議決権も正組合員だけがもつ。なお組合長は 7

人の理事の互選で選出される。

47）陸上自衛隊六ヶ所村射撃場の補償金要求の手続きは，個

人でおこなうことができるが，書類作成は泊漁協で組合

員から委任されておこなっているのが実状である。

48）組合員の資格審査を適切におこなうことは，監督権のあ

る青森県（水産部）からたびたび指導されているが改

善されていない。六ヶ所村泊での漁業者のヒアリング

（2000年10月）から。

49）核燃サイクル施設が地域漁業に及ぼす影響を，長期的視

点から経済分析することも必要であるが，本稿では課題

を特定時期の漁業者の動向とその背景に限定した。
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The nuclear fuel recycling business and the economic background
of the fishermen of Rokkasho Village

Kenji AKIMOTO, Kensaku KANDA

Laboratory of Regional Resource Management

SUMMARY

　　Rokkasho Village is located in Kamikita-gun, Aomori Prefecture.   In the period after World War II, 

agricultural and other development policies for the area repeatedly failed.   The only real growth came 

in land acquisition, which was labeled then a gigantic development program.   From the beginning, the 

definition of responsibility for this plan was shrouded in ambiguity.   What resulted was an erosion of 

the economic and social basis of the life in the rural communities affected.   In 1985, Rokkasho Village 

accepted the construction of dangerous nuclear facilities, which it claimed would serve as a remedy for 

the development company which had incurred a large amount of debt because of its land acquisitions.   
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むつ小川原開発と六ヶ所村漁業

This construction project also serves as a reminder of the Japan’s unstable and ill-defined atomic energy 

policy.
　　The themes of this report are the following: （1）The fishermen of Rokkasho Village were in a difficult 

situation at the time due to fisheries compensation for harbor construction, which was part of the Mutuogawra 

development plan of 1970 and the assessment on the sea for the construction of a nuclear fuel recycling 

facility in 1986.   Clarifying this economic background is the first theme of this report. （2）The second 

theme of this report is to examine the problem as to when the cooperative of the fishermen decided.
　　At the time of the assessment on the sea for the construction of nuclear fuel recycling facility, the 

small-scale fishermen and the fishery laborer to the large-scale fishery proprietor were opposed.   Most 

of the large-scale fishery proprietors were in a difficult situation because of the decrease in the production 

of the fishery.   Also, most of the owners of the ships which make offing fishery a primary concern have 

little interest regarding the sea on the coast.   They demanded cooperation money for the assessment and 

agreed to the implementation of the assessment on the sea for the construction of nuclear fuel recycling 

facility.   As for the small-scale fishery proprietor, the income from the industry increased and the dependence 

of the fishery was declining.   However, the dependence to the sea on the coast had a big misgiving regarding 

the construction of the nuclear fuel recycling facility and opposed the implementation of the assessment 

on the sea for the construction of nuclear fuel recycling facility.   As for the fishery laborer, the opportunity 

for work by other industries increased.   Therefore, they opposed any implementation of the assessment 

on the sea for the construction of nuclear fuel recycling facility which did not include fishery compensation. 

Assessment on the sea was implemented after the majority of the trustees of the cooperative of the fishermen 

agreed to the implementation of the assessment on the sea for the construction of nuclear fuel recycling 

facility and also Aomori Prefecture intervened in the cooperative of the fishermen.
　　The nuclear corporation paid the conference which cooperates with the assessment and Tomari 

cooperative of the fishermen 361,200,000 yen for the assessment.   This amount of money was a small 

sum when compared with the compensation of the fishery for the construction of the nuclear corporation, 

which could reduce the cost of the construction of nuclear fuel recycling facility.   The nuclear fuel recycling 

facility was attractive to Aomori Prefecture, presupposing that the right of the fishery on the coast became 

extinct already.   Aomori Prefecture intervened in the unreasonableness in the cooperative of the Tomari 

fishermen and prevented Mutuogawra development plan’s collapsing from such a process.
　　The fishermen in the area are varied.   The various fishermen who have differences such as the way 

of the fishery and the size of the wherry, the sea where they fish, the dependence of their fishery are forming 

the cooperative of the fishermen.   Actually, the area habitants who don’t fish usually become members 

of the cooperative of the fishermen.   They participate in the decision of the association like any other 

member.   In the decision of the cooperative of the fishermen, the most important bill is to be related with 

the right of the fishery on the sea on the coast.   It is about whether or not it exchanges the right of 

the fishery for the compensation and whether or not the compensation sum is proper for it and also how 

it makes the distribution of the compensation it.   As for the decision of the cooperative of the fishermen, 

the difficulty is that the arrangement must be formed in the groups which consist of various fishermen 

with different stake.   Therefore, there is possibility to try to determine in the un-democratic way to reach 

the arrangement which suited the request of them if the cooperative executive of the fishermen undergoes 

the influence of the specific member in the cooperative strongly.
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1 ．は じ め に

　青森県は，米とリンゴの主産地である。しかし，県内

の地帯差も大きく，県の太平洋側である県南地域では畜

産の比重が高いことから，畜産経営の動向は青森県農業

に大きな影響を与えると考えられる。

　畜産経営，特に食肉生産においては，その商品化に際

して「と畜解体過程」を不可欠としている。現在，その

過程を担う食肉と畜場の再編が急激に進んでいる。病原

性大腸菌「O－157」による食中毒の発生を契機として，

食肉を原因とする食中毒を防止するため，1996年に「と

畜場法施行規則」の改正が行われた。この改正によっ

て，各食肉と畜場は，短期間により厳しい衛生基準の達

成が要請され，膨大な設備投資が必要となっているため

である。

　このような状況を踏まえて，本論では，青森県の畜産

経営の発展にとって重要である県内食肉と畜場における

経営の特質と，衛生規制強化の下での経営問題を明らか

にすることを課題とする。

　以下では，第 1に，青森県における畜産の動向と地域

性を，農林水産省『生産農業所得統計』，『畜産統計』を

用いて明らかにする（2．）。第 2 に，県内の食肉と畜場

青森県における食肉と畜場経営の特質と経営問題

泉　谷　眞　実

地域資源経営学講座
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経営の特質と変化を，『食肉衛生検査所事業概要』，「青

森県環境生活部資料」，『枝肉取引調査結果』，青森県『青

森県食肉流通合理化計画書』からみていく（3．）。第 3
に，食肉と畜場の実態調査結果から，食肉と畜場の経営

問題を明らかにし（4．），最後に再編のための課題を検

討する（5．）。なお，実態調査は，2000 年 2 月に食肉と

畜場の担当者に対して行った。

2．青森県における畜産の動向と地域性

　青森県の農業粗生産額の構成を第 1表からみておきた

い。青森県は，米とリンゴの主産地であり，県全体では

耕種の占める割合が 76 ％と高く，畜産の占める割合は

24 ％と相対的に低くなっている。しかし，太平洋側の

県南地域（上北，下北，三戸）では，畜産の比重が極め

て高く，40 ～ 60 ％を占めている。このことから，青森

県農業においても地帯別の農業展開をふまえると，畜産

は極めて重要な位置にあるといえる。

　青森県における家畜の飼養頭数を牛と豚に限定して第

1図に示した。乳用牛は 1980年以降は減少傾向にあり，

98年には 80年の 7割の水準に低下している。これに対

して，肉用牛と豚は 90 年前半までは増加傾向にあり，

耕　　　　　　　種

養　蚕 畜　産
加工農

産物

計

（百万円）

生産農業

所得

（百万円）米
麦豆雑

穀類
いも類 野菜 果実 花卉

工芸

作物
その他 小計

青森県計 31.3 0.7 1.1 21.1 16.9 1.1 3.2 0.9 76.2 0.0 23.7 0.1 284,939 128,515

津軽地域 東青 54.3 0.4 1.0 21.6 2.3 2.5 0.2 0.2 82.5 ― 17.5 ― 13,255 6,409
西 53.5 1.1 1.0 30.6 5.3 0.5 0.2 0.5 92.7 ― 7.3 ― 30,797 15,985
中南 30.0 0.2 0.4 9.6 52.5 1.7 0.0 2.0 96.3 ― 3.5 0.2 63,303 30,941
北 59.8 0.7 0.3 9.3 21.6 0.8 1.3 1.2 94.8 ― 5.2 ― 28,553 14,837

県南地域 上北 24.2 0.8 2.3 30.3 0.2 0.4 2.3 0.1 59.9 ― 40.1 ― 84,880 34,988
下北 15.8 0.9 3.0 17.9 0.1 0.1 0.1 0.6 38.5 ― 61.4 0.1 6,091 2,078
三戸 13.8 0.8 0.2 22.1 11.3 1.8 11.4 1.2 62.6 0.0 37.1 0.3 58,060 23,277

（資料）青森県農林部，平成10年度版図説農林業の動向．
（出所）生産農業所得統計．

第 1表　青森県における地域別農業粗生産額の構成比（1997年）
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肉用牛では 95年には 80年の 1.5倍に，豚では 90年には

80 年の 2倍に増加している。しかし，これら 2畜種に

おいても，90年代に入ってからは停滞・減少傾向を示し

ている。このような，90 年代に入ってからの県内にお

ける家畜飼養頭数の停滞・減少は，県内の食肉と畜場の

経営にとって厳しい条件となっている。

　家畜飼養頭数の動向を地域別にみると（第 2表），飼

養頭数の大部分が集中しているのは県南地域であり，

97年には豚で 88％，肉用牛で 81％，乳用牛で 93％が

集中している。その中でも上北地域では牛，豚のいずれ

においても県全体の 50 ～ 60 ％を占めており，85 年以

降，そのシェアを高めている。また，豚と肉用牛では三

戸地域の割合も高く，乳用牛では下北地域の割合が高く

なっている。

　地域別の飼養頭数の増減を県合計との関係でみると，

肉用牛と豚では県合計では 85年以降は増加したものの，

日本海側の津軽地域では頭数の減少がみられる。これに

対して，県南地域では高い増加率となっており，この間

の青森県における畜産の伸びは，県南地域におっている

といえる。そして，1960 ～ 80 年代にかけて県南地域で

の畜産の主産地化が進んだのである。しかし，90 年代

の県合計が減少する時期には，下北と三戸での豚，肉用

牛の減少が大きくなっており，90 年代にはいると主産

地での飼養頭数の縮小という畜産の絶対的な縮小過程に

入っている。

　このように県南地域に畜産が集中しているものの，津

軽地域においても西北地域では豚や肉用牛で 1割程度の

シェアを占めており，飼養頭数の多い市町村別も，津軽

地域には存在している。この点は，後述する食肉と畜場

の地域的な配置問題と関連してくると考えられる。

3．青森県における食肉と畜場経営の特質と変化

　ここでは，青森県における食肉と畜場経営の特質と，

変化について見ていきたい。

（ 1）と畜畜種別の構成

　第 2図に示したように，青森県の食肉と畜場では，全

国と比較して肉豚換算と畜頭数（豚 4頭＝牛 1頭）に占

める豚の割合が高く，全国の 75 ％に対して，青森県で

は 90 ％近くを占めている。このことは，豚のと畜頭数

の変動が県内食肉と畜場の経営に大きな影響を与えるこ

とを示している。

　また，第 3図に示したように，牛のと畜頭数に占める

乳用種の割合が極めて高く，全国では約 6割なのに対し

て青森県では約 8割を占めている。なお，後述するよう

青森県における食肉と畜場経営の特質と経営問題

第 1図　青森県における家畜飼養頭数の推移

　　　　（資料）図説農林業の動向
　　　　（出所）畜産統計．

豚 増減率 肉用牛 増減率 乳用牛 増減率
1985 90 97 90/85 97/90 1985 95 97 95/85 97/95 1985 97 97/85

実数計 229,600 445,100 395,900 93.9 ▲11.1 49,400 61,160 58,300 23.8 ▲ 4.7 27,300 21,900 ▲19.8

津軽地域 東青 6,060 4,550 2,460 ▲ 24.9 ▲ 45.9 2,560 2,200 1,990 ▲14.1 ▲9.5 790 740 ▲6.3
西北 37,810 44,640 32,500 18.1 ▲ 27.2 5,270 7,690 7,120 45.9 ▲7.4 390 260 ▲33.3
中南 28,430 27,080 13,900 ▲ 4.7 ▲ 48.7 2,720 2,210 1,670 ▲18.8 ▲ 24.4 1,230 520 ▲57.7

県南地域 上北 127,990 246,240 246,000 92.4 ▲ 0.1 24,240 28,600 30,100 18.0 5.2 17,070 14,300 ▲16.2
下北 3,680 4,550 3,910 23.6 ▲14.1 5,440 5,770 4,200 6.1 ▲ 27.2 3,590 3,360 ▲6.4
三戸 25,630 118,040 97,200 360.6 ▲17.7 800 14,690 13,200 1736.3 ▲10.1 4,230 2,740 ▲35.2

構成比計 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

津軽地域 東青 2.6 1.0 0.6 5.2 3.6 3.4 2.9 3.4
西北 16.5 10.0 8.2 10.7 12.6 12.2 1.4 1.2
中南 12.4 6.1 3.5 5.5 3.6 2.9 4.5 2.4

県南地域 上北 55.7 55.3 62.1 49.1 46.8 51.6 62.5 65.3
下北 1.6 1.0 1.0 11.0 9.4 7.2 13.2 15.3
三戸 11.2 26.5 24.6 1.6 24.0 22.6 15.5 12.5

（資料）青森農林水産統計年報．
（出所）畜産基本調査．

第 2表　青森県における地域別の家畜飼養頭数
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に肉用牛では生体での県外移出の割合が高く，肉専用種

で 7割が県外に生体で移出されており，県内食肉と畜場

での牛のと畜頭数をより低い水準に下げている。

（2）食肉と畜場数の変化

　次に，県内における食肉と畜場数の 1980 年以降の変

化を見ておきたい（第 4図）。総数では 1980年代には 9
カ所で安定していたが，90 年代初頭に再び減少に転じ，

94年以降には6カ所に減少している。

　地域別では，90年以降，津軽地域で 2カ所，県南地域

で 1カ所が閉鎖している。設置主体別では，津軽地域で

の閉鎖は，民営 1カ所，市町村営 1カ所であり，県南地

域での閉鎖は民営1カ所である。このように，90年代初

頭から民営の食肉と畜場を中心に食肉と畜場数の減少が

見られるのである。

（3）と畜頭数の変化

　青森県内の食肉と畜場における，と畜頭数の変化につ

いて見ていきたい（第 5図）。先に述べたように，青森

県内の食肉と畜場では，豚への依存度が大きく，豚のと

畜頭数の変化が食肉と畜場の経営にとって重要となる。

　豚のと畜頭数は，89 年まで増加したのち，それ以降

94 年まではほぼ横這いで推移したが，94 年以降の減少

は激しく，94年の 91万頭から 96年には 82万頭へ 10万

頭の減少となっている。この 94 年以降のと畜頭数の減

少は，先に第 1図でみた 90 年からの県内における豚の

飼養頭数の減少よりも遅れてみられる。これは第 6図に

示したように，90 年から 95 年にかけては，青森県産の

豚のと畜頭数は減少に転じているものの，他県産，特に

岩手県産の豚のと畜頭数が増加しており，これが 95 年

から減少に転じているのが，飼養頭数の減少から数年遅

れでと畜頭数の減少となった理由である。

　牛については図示をしていないが，「枝肉取引調査結

果」からみると，92 年から減少に転じており，92 年の

2万 6千頭から96年には 2万3千頭へと3千頭の減少と

なっている。牛の減少を種類別に見ると，乳牛肥育オス

は 91 年から減少するが，94 年から再び増加に転じてい

る。この増加は，青森県産と岩手県産の両方の増加によ

るものである。乳牛乳用メスは 92年から増加しており，

これは青森県産が減少する中で他県産，特に岩手県産と

北海道産の増加によるものであり，と畜頭数にしめる県

泉　　谷

第 3図　牛のと畜頭数の種類別構成比（1996年）

　　　　（資料）第 44次青森農林水産統計年報．
　　　　（出所）枝肉取引調査結果．

第 2図　肉豚換算と畜頭数に占める豚の割合（1996年）

　　　　（資料）第 44次青森農林水産統計年報．
　　　　（出所）枝肉取引調査結果．

第 4図　青森県における食肉と畜場数の推移（地域別）

　　　　（資料）青森県環境生活部資料より作成．

第 5図　青森県と畜場におけると畜頭数の推移

　　　　（資料）青森県農林水産統計年報．
　　　　（出所）枝肉取引調査結果．

第 6図　青森県のと畜場における豚のと畜頭数

　　　　（資料）青森県農林水産統計年報．
　　　　（出所）枝肉取引調査結果．
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内産の割合は 90年の 8割から 96年には 5割に低下して

いる。和牛については，94 年までは増加しているが，

それ以降は減少しており，県内産・他県産の双方が減少

している。

（4）県外との搬出入

　このように，県内におけると畜頭数が減少する中で，

他県から搬入される家畜の割合が高まってきている。県

内と畜場におけると畜頭数に占める県外産の割合は，牛

で37％，豚で 20％となっている（第 3表）。

　牛については種類別に県外産の割合の違いは大きい。

96年の「枝肉取引調査結果」からより詳しくみると，他

県産の割合は，めす和牛で 4割，去勢和牛で 3割，おす

和牛では総数が少ないものの 8割，乳用めすで 4割，乳

用肥育おすで 3割となっており，いずれも岩手県を主体

としている。ただし，この他県産の高い割合は，後述す

るように一部の食肉と畜場での高さを反映したものであ

り，全ての食肉と畜場で他県産の割合が高いわけではな

いことに留意する必要がある。

　また，県内家畜生産量のうち，県内の食肉と畜場で処

理される割合は，豚では 90 ％にのぼるのに対して，牛

では低く，特に肉専用種で 33 ％と極めて低くなってお

り，乳用種でも52％となっている。

　このように，豚肉では県外との搬出入の関係は比較的

少ないが，牛では特に肉専用種を中心に岩手県を主体と

した県外との搬出入が大きくなっている。

（5）食肉と畜場の立地と県内の搬入エリア

　青森県内には 1999 年度現在，食肉と畜場は 6カ所設

置されている。このうちの 5カ所は県南地域に立地して

おり，特に家畜飼養頭数が集中している上北地域に多く

立地している。また，津軽地域では，90 年代の前半に

2カ所の食肉と畜場が閉鎖となっており，津軽地域には

現在1カ所の食肉と畜場が存在するのみである。

　先に見たように，津軽地域にも一定の畜産経営が存在

しているが，津軽地域の食肉と畜場は減少しており，こ

れら津軽地域の市町村がどの食肉と畜場に搬入している

かが生体の輸送コストとの関係で問題となる。

第 3表　食肉処理施設に対する肉畜の出荷の現状（1997年現在）

青　　森　　県　　産 他　　県　　産

出荷頭数
県内と畜場
出荷頭数

県外と畜場
出荷頭数

県内と畜場
比　率

青森県内と
畜場出荷
頭数

県内と畜場
と畜頭数

県内と畜場
での他県産
割合

肉用牛 肉専用種 8,607 2,848 5,759 33.1
乳用種 19,608 10,305 9,303 52.6
小　計 28,215 13,153 15,062 46.6 7,918 21,071 37.6

豚 豚 728,252 659,849 68,403 90.6 167,036 826,885 20.2

（資料）青森県『青森県食肉流通合理化計画書』（1999年 8月）．

第 4表　青森県におけると畜場の概要

所

在

地

許
可
年
月
日

開

設

者

運

営

者

1日当たり
処理能力

汚水処理施設 部

分

肉

処
理
施
設

備　　考

（許可年月日）

と畜頭数と構成比
(1997年度 )

食

肉

セ
ン
タ
ー

大動物／

小動物
方式

能力

（t ／日）
牛 豚

A 県南 S 43． 9．20
一部事

務組合
同左 100 ／1,200

活性汚

泥方式
1,500 あり

7,001
（32.3）

153,642
（18.6）

○

B 県南 H 8．10． 1 市町村 公社 10 ／960 同 990 あり
移転新設

（S 58. 10. 27）
161

（0.7）
178,887
（21.7）

C 県南 H 8． 4． 1 民間 同左 50 ／1,300 同 1,450 なし
社名変更

（S 55. 8. 21）
5,860
（27.0）

265,843
（32.2）

D 県南 S 39．11．27 市町村 公社 0 ／310 同 280 なし
0

（0）
34,287
（4.2）

E 県南 H 6． 3．17 民間 同左 66 ／600 同 770 なし
株式変更

（S 48. 1. 20）
7,830

（36.1）
123,996
（15.0）

○

F 津軽 S 52．11．14 民間 同左 20 ／520 同 700 なし
838

（3.9）
69,426
（8.4）

○

（資料）青森県環境生活部資料及び聞き取り調査，ミートジャーナル誌，他より作成．

青森県における食肉と畜場経営の特質と経営問題
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　津軽地域に 1 カ所のみ存在するFと畜場（第 4表参

照）に津軽地域内の市町村から搬入されている数量は

（1997年度），牛 700頭，豚 5万 8,564頭であり，これは

県内からFと畜場に搬入される家畜のうち，牛で 83％，

豚で 84 ％を占めている。このように津軽地域の食肉と

畜場には，津軽地域内から搬入される家畜が大部分を占

めていることがわかる。

　これに対して，県南地域の食肉と畜場に津軽地域から

搬入される家畜数は（1998 年度），牛で 1,095 頭，豚で

1万 6,457 頭である。このうち牛ではAと畜場に，豚で

はCと畜場にそれぞれおよそ 9割が搬入されている。こ

れら生産市町村と搬入と畜場の広域的な関係は，生産者

と集荷者の垂直的な統合関係に基づいていると考えられ

るが，津軽地域から県南地域へという極めて広域的な搬

入行動がとられているのである。

（6）個別食肉と畜場の特質

　次に，県内の食肉と畜場の個別的な特徴を見ていきた

い。まず，食肉と畜場の設置主体別では，地方自治体設

置は実質的なものも含めて 3カ所であり（ 1カ所は一部

事務組合），民間（株式会社形態）が 3 カ所である（第

4表）。区分では，「食肉卸売市場併設と畜場」0 カ所，

農林水産省補助対象先の「食肉センター」が3カ所，「そ

の他と畜場」が3カ所である。

　県内のと畜頭数に占める各食肉と畜場のシェアをみる

と（第 4表），牛ではEと畜場が 36％で最も割合が高い

が，第 5表に示したように牛のと畜頭数の 74 ％が県外

からの搬入によるものであり，豚においても同様であ

る。そのため，Eと畜場は県内の畜産よりも，県外の畜

産に基盤をおいた食肉と畜場であるといえる。次いで，

Aと畜場 32％，Cと畜場 27％の順であり，これらは県

内産の牛のと畜が主体である。豚では，Cと畜場が

32 ％で最も高く，Bと畜場，Aと畜場の順であり，こ

れらは県内産の豚を主体に事業を行っている。このよう

に，青森県内の畜産との関係でみると，A，B，Cの 3つ

の食肉と畜場が大きな位置を占めていると考えられる。

　食肉と畜場の経営にとって，と畜頭数の変化が大きな

影響を与える。また，その変化は食肉と畜場間の競争状

況を反映している。そのため，各食肉と畜場におけると

畜頭数の変化について見ていきたい。

　まず，豚では（第 7図），ほとんどのと畜場では横ば

いで推移しているが，A・D・Fと畜場で若干の減少が

みられ，Bと畜場で大きく増加している。Bと畜場で

は，96 年度から新設の施設でのと畜作業が始まってい

るが，施設の完成と同時にと畜頭数が増加している。県

内での豚の総飼養頭数が減少する中での食肉と畜場間で

の増減のあらわれは，食肉と畜場間の集荷競争が激化し

ていることを意味している。牛では（図 8），90 年代に

入ってからEと畜場での増加とAと畜場での減少が顕著

にみられる。

（7）青森県における食肉と畜場の再編計画

　このような競争関係の変化の下で，「と畜場法」の改正

に際して青森県が1999年 8月に公表した『青森県食肉流

通合理化計画書』（以下『計画書』）から，青森県の食肉

と畜場の整備目標再編計画について見ていきたい。

　この『計画書』の計画期間は，1999年度から 2005年度

である。まず，『計画書』では，津軽地域（西部）と県南

地域（東部）にわけ，「産業や流通においても，それぞ

表 5表　青森県内食肉と畜場における獣畜の

　　　　産地別搬入状況（1998年）

と畜場
牛 豚 県外比率

合計 県外 合計 県外 牛 豚

A 7,015 724 143,794 18,405 10.3 12.8

B 213 28 193,061 1,346 13.1 0.7

C 5,911 1,358 272,344 38,260 23.0 14.0

D ― ― 34,549 736 ― 2.1

E 7,630 5,716 123,996 100,876 74.9 81.4

F 838 130 69,426 10,398 15.5 15.0

（資料）食肉衛生検査所事業概要．
 注1）Fは97年度の実績．

第 7図　青森県内食肉と畜場における豚肉のと畜実績

　　　　（資料）食肉衛生検査所事業概要．
　　　　（注） Fの98年の数値は不明．

第 8図　青森県内食肉と畜場における牛のと畜実績（とくを除く）

　　　　（資料）食肉衛生検査所事業概要．
　　　　（注）閉鎖した 2 と畜場の数値は掲載していない．

泉　　谷



129 129

れの範囲を単位として発展してきていることから，食肉

流通圏についてもこれらに即応して，食肉流通体制を整

備することが合理的と考えられる」としている。

　そして，県南地域では現在 5カ所の食肉と畜場のう

ち，「施設規模が小さく国のガイドラインに満たない」D
と畜場については，「老朽化の外，近年処理頭数が落ち

込み稼働率が低い状態が続いていることから，近隣の基

幹施設と再編統合を図」り，「他の 4施設については，集

荷の錯綜，処理頭数，稼働率の格差が見られることか

ら，国のガイドラインに沿った基幹施設として，将来的

には 3施設に統合整備」するとしている。

　また，津軽地域は，現在 1カ所の食肉と畜場が設置さ

れている。『計画書』では，「同地域では生産頭数が少な

く，国のガイドラインを満たす基幹施設の配置は無理で

あるが，従来から当地域の食肉処理場を主体に食肉流通

圏が形成されていることから，補完施設 1カ所を配置」

するとしている。

　この結果，現在の 6施設を将来的には基幹施設 3カ

所，補完施設 1カ所に再編整備することとしている。

4．食肉と畜場の投資問題と対応方向
　　―県南地域・Aと畜場を事例として―

　ここでは，と畜場法改正による衛生規制の強化の下

で，食肉と畜場がどのような経営問題を抱え，対応して

いるのかを見ていきたい。

　以下で対象とした食肉と畜場は，前掲第 4表のAと畜

場である。衛生規制の強化の下で，Aと畜場は，1999
年度と 2000 年度にかけて，国と県の補助を受けて，施

設の改修を行っている。

　Aと畜場は，1968年に畜産振興のため周辺 12市町村

の一部事務組合として発足した。1977 年から 5市町村

となり，現在に至っている。処理能力は，大動物 100
頭，小動物 1200 頭であり，周辺には部分肉処理施設を

保有している。職員数は，48 名で，正職員 24 名（うち

事務局 6名，現業18名）である。

　主要荷受企業は 6社であり，部分肉処理施設は，食肉

センターの所有のものを利用しているのが 2 社，2 社は

自社の部分肉処理施設を所有しており， 1社はと畜頭数

が少ないためにコスト削減のため，県外のカット工場で

一括してカット作業を行っている。

　食肉センターの収入の 92 ％がと畜料金であり，その

他に構成市町村から年間合計 5,200 万円の受け入れが

あった。これまでは，これら市町村の負担を含めると減

価償却を含めて単年度の収支は黒字だったが，ここ 3年

で赤字になっている。98 年まではこれまでの積立剰余

金を崩してきたが，99 年からは赤字の累積になってい

る。しかし，周辺では，Bと畜場が新築し，飼養頭数の

減少する中でと畜場間の競争も激しくなり，と畜料金の

引き下げも 1985 年以降， 2回（ 1回目は消費税 3 ％分

を徴収しなかった。 2回目は冷蔵庫料の引き下げ）行っ

ている。

　と畜場法改正による基準への適応のために，1999，

2000 年度に大幅な施設の改修を行っており，総額でお

よそ 10 億円の投資を行っている。このうち，国庫補助

金が 3億 4千万円，県補助が 8千万円，起債・自己資金

が 5億 2千万円である。

5．考　　　察

　青森県は米とリンゴの主産地であるが，県南地域にお

いては畜産の比重が高く，青森県においても地帯別の動

向をふまえると，畜産の位置が重要である。しかし，県

内の家畜飼養頭数は，90 年代に入ってから減少傾向を

示している。このような状況下で本論の分析から，青森

県におけると畜場経営の特質として以下の 2点が明らか

になった。

　第 1に，青森県の食肉と畜場は豚に依存する割合が極

めて高く，牛においては乳用種の割合が高くなってい

る。しかし，肉専用種は県外への生体での移出が多く，

県内と畜割合は低くなっていることである。

　第 2に，県内でのと畜頭数は 90 年代に入ってから減

少しており，食肉と畜場別では，一部のと畜場で減少が

見られ，と畜頭数のと畜場間の格差が形成され，と畜場

間での集荷競争が激化していることである。

　このような特質の下で，実態調査結果から，食肉と畜

場の経営問題をみると，処理頭数の減少とそれにともな

う収支の悪化が見られ，その下でのと畜場法改正にとも

なう投資コストの増加が主要な経営問題となっている。

　青森県におけると畜場の再編は，産地と畜場という性

格を背景に，家畜飼養頭数の減少と総と畜頭数の減少の

もとで行われており，食肉と畜場間の格差が形成される

中での再編である。そこでは，それぞれの食肉と畜場が

地域内でどのような役割を果たしているのかを明確にし

た上で，県内畜産の振興との関連で再編を進めていくこ

とが重要である。
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Characteristics and Management Problems of Slaughterhouses in Aomori Prefecture

Masami IZUMIYA

Laboratory of Regional Resource Management

SUMMARY

　　In Aomori Prefecture agriculture rice and apples are the main produce.   However, there is a difference 

between each zone in the prefecture.   The productivity of Livestock is high in the Kennan Area, which 

lies on the Pacific Ocean side of the prefecture.   Therefore, it is thought that the livestock industry greatly 

influences Aomori Prefecture agriculture.
　　The slaughtering process is indispensable in making meat a commodity.   The slaughterhouses, which 

process livestock, have been rapidly reorganized.   “The Slaughterhouse Law” was revised to prevent food 

poisoning caused by contaminated meat in 1996.   This revision was promoted by a case of food poisoning 

by E.coli O-157.   For this revision, the slaughterhouses need to achieve of a high standard in the short 

term.   And each slaughterhouse requires a huge investment in capital.
　　The characteristics and the management problems of the slaughterhouses in Aomori Prefecture are 

clarified in this paper.
　　As a result of the research, the following two points were clarified as characteristics of slaughterhouse 

management in Aomori Prefecture.
　　First, for the slaughterhouses in Aomori Prefecture, the ratio of pigs is high and the ratio of dairy 

cattle is high.   However the most of the beef cattle is carried outside the prefecture while lived.   Therefore, 

the ratio slaughtered at the slaughterhouses in Aomori prefecture is lower than the other livestock.
　　Secondly, after the 90’s the number slaughtered decreased in Aomori prefecture.   However, in some 

slaughterhouses, the slaughtered number decreased.   In the number of livestock slaughtered, the differences 

among slaughterhouses are formed.   This means the collecting of livestock competition is fierce among 

slaughterhouses.
　　The cause of the management problems in the slaughterhouses is; that while the numbers slaughtered 

livestock decrease, revenue and expenditure deteriorate.   And, “The Slaughterhouse Law” is revised in 

such a situation and, as a result, it is necessary to increase the investment capital.   This too is the main 

management problem.

Bull. Fac. Agric. & Life Sci., Hirosaki Univ. No. 4 : 124― 130, 2001
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d-03. 堀江祐範・樽澤夕紀子・中村信吾・戸羽隆宏：ニワトリ由来 Lactobacillus crispatus菌株のラミニンへの付着機．
2001年度（平成13年）日本畜産学会第98回大会講演要旨集．p. 169，2001．
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http://nature.cc.hirosaki-u.ac.jp/lab/2/celltech/nenkin/（2001年 6月公開）．

1．女子栄養大学大学院微生物学教室
2．財団法人癌研究会癌研究所

3．東京大学医科学研究所
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川祐子１・木原武士５・鈴木勝征１・福田博之・朝倉利員１：白肉缶詰用モモ品種‘もちずき’，果樹試験場報告　35：
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命科学部学術報告　3：19-22，2000．

b-01. 荒川　修：リンゴ果実の着色生理―アントシアニン生成とフラボノイド代謝―．植物の化学調節，35（2）：

149-159，2000．

d-01. 張　樹槐・高橋照夫・福地 博・嵯峨紘一：根菜類野菜の間引き作業の自動化に関する研究（第 2報）―自動 2値

化による大根幼苗の認識方法―．第60回農業機械学会年次大会講演要旨，231-232，2001．

d-02. 高橋照夫・張　樹槐・福地　博・戸次英二：両眼ステレオ視によるリンゴ園果実の距離計測（第 4報）―果実探索
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d-05. 高橋照夫・張　樹槐・福地　博・戸次英二：注視と鮮明さ検出に基づくステレオ視の奥行き情報取得．情報処理

学会第61回全国大会（平成13年前期）（CD-ROM）No. 4L-01，2001．
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畜産学会報，42：67-71，2000．（＊酪農学園大学）
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d-01. 原田幸雄・佐藤静江：ブドウねむり症樹から分離された Cytospora属菌による接種試験．日植病報　66：270．
d-02. 鳴海智子・原田幸雄・佐野輝男：環紋葉枯病菌（Cristulariella spp.）の分類学的取扱い．日植病報　66：270．
d-03. 大木保善・原田幸雄：サクラから分離された Pezicula corticolaの培地上における光形態形成．日本菌学会第 4回

大会（奈良）講演要旨集37頁，2000．
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d-09. 田島弘子・佐野輝男：りんご奇形果病に関する研究；奇形果病罹病樹から分離される ACLSVについて．日植病

報　66：265．
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1）北海道大学大学院農学研究科
2）サッポロビール（株）
3）北海道グリーンバイオ
4）佐賀大学農学部
5）埼玉県園芸試験場

6）信州大学農学部
7）千葉大学真菌医学研究センター
8）青森グリーンバイオセンター
9）岩手大学農学部
10）果樹研リンゴ

　環境昆虫学・進化生態学研究室

a-01. ZHU DAO-HONG１）, ANDO YOSHIKAZU, SHIROTA YASUYUKI : Studies on the relationships among species in Oxya Serville 
（Orthoptera  :  Catantopidae） using random amplified  polymorphic  DNA （RAPD）（中国語英文要旨）ACTA 

ENTOMOLOGICA SINICA 44（3） : 316-320, 2001.

d-01. 安藤喜一：タイワンハネナガイナゴの成虫期の夏眠．第45回日本応用動物昆虫学会大会，2001．

d-02. 岩田健一・久保拓郎・安藤喜一：数種直翅目昆虫における次亜塩素酸ナトリウム水溶液の卵休眠消去効果．第45
回日本応用動物昆虫学会大会，2001．

d-03. 安藤喜一：個体飼育されたコバネイナゴは集団飼育とどう違うか？　日本昆虫学会東北支部第48回大会，2001．

d-04. 安藤喜一：気象変動に伴う生活史適応．日本昆虫学会第61回大会，2001．

d-05. 城所久良子・安藤喜一：コバネイナゴ卵の水中での生存能力．日本昆虫学会第61回大会，2001．

d-06. 岩井幸夫・安藤喜一：コバネイナゴの翅型による繁殖能力の違いと翅芽・翅の切除が長翅型の繁殖能力に与える

影響．日本昆虫学会第61回大会，2001．

d-07. 久保拓郎・安藤喜一：ウスイロササキリの卵色多型と休眠性．日本昆虫学会第61回大会，2001．

d-08. 岩田健一・竹田真木生・安藤喜一：系統間交配がホシササキリの卵休眠性に及ぼす影響．日本昆虫学会第61回

大会，2001．

d-09. 城田安幸・芝木秀和・細谷妙子・太田千穂・楠　昌丈・小野昭治・唐牛久美子２）・畠山幸紀２）・楊　大栄３）：冬虫

夏草菌（Cordyceps sinensis）の抗腫瘍効果（1）マウス線維肉腫Meth-Aに対する効果，第45回日本応用動物昆虫学
会大会，2001．

d-10. 楠　昌丈・石田祥子・小野昭治・芝木秀和・畠山幸紀・城田安幸：冬虫夏草（Cordyceps sinensis）の抗腫瘍効果
（2）マクロファージの貪食能におよぼす影響，第45回日本応用動物昆虫学会大会，2001．

d-11. 小野昭治・芝木秀和・楠　昌丈・石田祥子・畠山幸紀・城田安幸：冬虫夏草（Cordyceps sinensis）の抗腫瘍（3）腹
腔マクロファージおよびリンパ球，末梢血および脾臓リンパ球の酸性ホファターゼ活性，第45回日本応用動物昆

虫学会大会，2001．

d-12. 芝木秀和・小野昭治・楠　昌丈・石田祥子・城田安幸・西岡千枝子２）・畠山幸紀２）：冬虫夏草菌（Cordyceps 
sinensis）の抗腫瘍効果（4）マウス脾臓および末梢血内 CD4陽性・CD8陽性細胞に及ぼす影響，第45回日本応用動
物昆虫学会大会，2001．
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d-13. 城田安幸：カブトムシ成虫の腹部末端にある「顔」，日本昆虫学東北支部第48回大会，2001．

d-14. 城田安幸・小野昭治・唐牛久美子２）・西岡千枝子２）・畠山幸紀：冬虫夏草（Cordyceps sinensis）の抗腫瘍効果（1）マ
ウス線維肉腫Meth-Aに対する効果，第60回日本癌学会総会，2001．

d-15. 西岡千枝子２）・畠山幸紀・小野昭治・唐牛久美子２）城田安幸：冬虫夏草（Cordyceps sinensis）の抗腫瘍効果（2）：担
癌マウスにおけるTリンパ球の解析，第60回日本癌学会総会，2001．

d-16. 畠山幸紀・西岡千枝子２）・唐牛久美子２）・小野昭治・城田安幸：冬虫夏草（Cordyceps sinensis）の抗腫瘍効果（3）：
経口投与による化学発癌の抑制効果，第60回日本癌学会総会，2001．

d-17. 城田安幸・楠　昌丈・矢本智之４）・長谷大輝：枝型擬態は生存に役立つか？―白枝クワイコを用いた野外実験，日

本進化学会第 3回大会，2001．

f-01. 城田安幸：「探偵！ナイトスクープ－蚊の目玉スープ」朝日放送，2000年12月15日放送（監修および出演）．

1）中国・中南林学院・資源環境学院
2）弘前大学・院・理

3）中国科学院・昆明

　動物生態学・野生生物管理学研究室

a-01. SHINCHI, T., H. NISHIMURA, T. KITAZOE, M. TABUSE and N. AZUMA : Fractal evaluations of fish school movements 

in simulations and real observations, Proc. of Artificial life and Robotics 6 : 58-61, 2001．

a-02. NAKAJIMA, T., Y. UENO, M. KARIYA, S. NAKAMURA, N. AZUMA & Y. YONEYAMA : An experimental study on DC-Pulse 

electric screen as a preventive measure of fish approaching into intake at diversion weirs and hydroelectric power 

dams, Proc.  FishTREC.（Indonesia）, 55-63, 2001.

a-03. IZUMI, M., A. KUDO & N. AZUMA : A field survey on flow characteristics and ascending of fishes in Ice-harbor 

type fishway of Mitumenai headworks, Journal of Hydroscience and Hydraulic Engineering, 18 : 169-178, 2000．

c-01. 佐原雄二：青森県の希少な野生生物―青森県レッドデータブック―普及版．「汽水・淡水魚類」の項（p. 124-133），

2001．

d-01. 遠藤菜緒子・佐原雄二：水田環境の季節的な変化に対応したゴイサギのエサ利用．日本生態学会大会，2001．

d-02. 窪川かおる・渡辺正晴・関藤　守・東　信行：遠州灘におけるナメクジウオの生息地調査，日本ベントス学会第

14回大会，2000．

d-03. 新地辰朗・西村治彦・田伏正佳・北添徹郎・東　信行：水槽を想定した魚群シミュレーションに対する時系列フ

ラクタル解析，第19回計測自動制御学会（sice）九州支部学術講演会，2000．

d-04. 佐々木紅良・池島　耕・青木　茂・東　信行・和田　実：野外で観察されたヒメヒイラギの発光，2000年度日本

魚類学会年会，2000．

e-01. 東　信行：水中テレビロボットによる海洋生物の生物形態学的解析システムの開発（分担執筆），平成9-12年度科

学研究費補助金基盤研究（B）研究成果報告書（研究代表者：窪川かおる）138頁，2001．

f-01. 佐原雄二：青森県における外来性魚食魚問題の状況．シンポジウム「霞ケ浦の生態系が危ない」講演要旨集．

p. 16-18，2001．

f-02. 佐原雄二・福井庸雄：土淵川の魚類―20年前との比較．青森自然誌研究，6：105-107，2001．

f-03. 東　信行：特集「魚道評価」を読む，応用生態工学　4：87-90，2001．

f-04. 佐原雄二：改訂版日本の淡水魚．東海大学出版会．メダカ・カダヤシ・ビリンゴの項．
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地 域 環 境 科 学 科

地域環境工学講座

a-01. 工藤　明・笹森新一＊：津軽地域における農業水利の歴史的評価と展開方向，農業土木学会誌　Vol. 69-6：45-51，

2001．（＊青森県東地方農林水産事務所）

a-02. MATTASHI IZUMI, AKIRA KUDO, NOBUYUKI AZUMA : A FIELLD SURVEY ON FLOW CHARACTERISTICS AND 

ASCENDING OF FISHES IN ICE-HARBOR TYPE FISHWAY OF MITUMENAI HEADWORKS, Journal of 

Hydroscience and Hydraulic Engineering, Vol. 18, No. 2 November : 169-178, 2000.

a-03. 泉　　完・佐藤正一＊・工藤　明：バーチカルスロット型複合式魚道の水理特性，河川技術論文集，第 7巻：

227-232，2001．（＊スガノ農機（株））

a-04. 泉　　完・佐々木長市・工藤啓一・佐藤照男＊：青森県北津軽地域における低平地不耕起水田の用水量，農業土

木学会論文集　Vol. 69-3，No. 213：149-156，2001．（＊秋田県立大学短期大学部）

a-05. 佐々木長市・小関　恭＊・富田道久＊・小黒仁司＊・谷口　建：大型ライシメータを用いた成層水田の物質動態，

土壌物理学会誌，85：2-9，2000．（＊宮城県農業短期大学）

a-06. 佐々木長市・小関　恭＊：大型ライシメータを用いた開放浸透層内の気相成分変動，土壌物理学会誌，85：11-17，

2000．（＊宮城県農業短期大学）

a-07. SASAKI CHOICHI, KOSEKI KYO, MATUYAMA NOBUHIKO, ENARI KEIJIRO and SATO KOUICHI : Studies on the correlation 

between percolation pattern and soluble elements in downward water using a stratified paddy field model, THE 

XIV MEMORIAL CIGR WORLD CONGRESS 2000, 1184-1189.

a-08. 佐々木長市・亀山博之＊・高杉伸悦＊＊・長谷部次郎＊＊＊：砂丘地暗渠の鉄による機能低下に関する研究，日本砂丘

学会誌，47（2）：79-90，2000．（＊東北農政局山王海鹿妻農業水利事業所，＊＊屏風山土地改良区，＊＊＊弘前大学名誉

教授）

b-01. 工藤　明：水害の特性，岩木川水系の水害，岩木川百沢土石流災害，青森県史―自然編地学（青森県史編さん自然

部会編），472-473頁，473-480頁，491-494頁，青森県発行，2001．

d-01. 大島谷志1）・工藤　明・泉　完：接触ろ材としてホタテ貝殻を用いた水質浄化実験，平成12年度農土学会東北支

部講要，145-148，2000．

d-02. 工藤　明・泉　完・大島谷志＊：水田地帯と農村市街地からの流出負荷量，平成13年度農土学会年講，700-701，

2001．（＊（株）エステム）

d-03. 高屋大介＊・泉　完・工藤　明・東　信行：アイスハーバー型魚道における魚類の遡上特性―赤石川赤石第 2頭

首工魚道の事例―，平成12年度応用水理研究部会講演集，53-60，2000．

d-04. 佐々木長市・徳永光一＊・佐瀬　隆＊＊・佐藤幸一＊＊＊：岩手川口火山灰土における間隙の連続性と変動，平成13年

度農業土木学会講演会講演要旨集，174-175，2001．（＊岩手大学名誉教授，＊＊岩手県立宮古高校，＊＊＊北里大学）

d-05. SASAKI, C., SOMA, R., IZUMI, M., KUDO, K. and MATUYAMA, N. : The application of non-tillage and rice transplanting 

methods to low trafficability paddy fields.  The fifth ESAFS international conferance on rice environments and 

rice productions, Thailand, 2001.

d-06. 佐藤幸一＊・徳永光一＊＊・佐瀬　隆＊＊＊・佐々木長市：岩手火山灰土壌におけるX線造影法で求めた根成孔隙の

消長，日本土壌肥料学会講演要旨集，47，2，2001．（＊北里大学，＊＊岩手大学名誉教授，＊＊＊岩手県立宮古高校）

d-07. 小関　恭＊・佐々木長市：砂礫水田下層土におけるガス成分の変動，日本土壌肥料学会講演要旨集，47，150．

（＊宮城県農業短期大学）

d-08. 加藤　幸・角野三好・内田順也3）：遮水シート設置条件が地下水のせき上げ効果に及ぼす三次元的影響について

―湿原における地下水環境保全工法に関する研究―．H12農業土木学会東北支部講演要旨，63-66，2000．

d-09. 角野三好・加藤　幸・山本祥人4）：老朽化溜池堤体の補修工事が堤体の浸透流に及ぼす影響．H12農業土木学会

東北支部講演要旨，67-68，2000．

d-10. 加藤　幸・谷口　建・西澤新地＊：経営者の視点からとらえた農村体験民宿の実態と動向．H13農業土木学会大

会講演要旨，302-303，2001．（＊日本ネーチャーゲーム協会研修員）

d-11. 角野三好・加藤　幸：電気アナログ法による浸透流に関する研究．H13農業土木学会大会講演要旨，484-485，

2001．

d-12. 万木正弘・大野俊夫＊・渡部貴裕＊・藤澤　理＊：水工用アスファルト混合物の低温時挙動に関する一考察．H13
農業土木学会大会講演要旨，580-581，2001．（＊鹿島技術研究所）
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d-13. OSAMU FUJISAWA＊, TOSHIO OHNO＊, TAKAHIRO WATANABE＊, MASAHIRO YURUGI : Evaluation of Thermal Stress 

of Asphalt Mixtures at Very Low Temperature : Proc. of 2001 Second International Conference on Engineering 

Materials, Aug. 16-19, 2001．（＊Kajima Technical Research Institute）

e-01. 工藤　明：広域農業開発基本調査―岩木川右岸地域開発方向調査―，全88頁，東北農政局津軽土地改良調査管理

事務所，2000．

f-01. SASAKI CHOICHI : Studies on the influence of percolation pattern on the environment of the soil layer in a stratified 

paddy field, Rural and environmental engineering, 40, 99-101, 2001.

f-02. 佐々木長市：屏風山地区の排水不良畑の暗渠機能低下の原因とその対策，平成12年度東北農政局管内農業農村整

備事業推進方策検討業務報告書，農業土木学会，19-28，2001．

f-03. 佐々木長市：大地～豊かなる母と人間と～，平成13年度弘前大学公開講座テキスト，23-25，2001．

f-04. 佐々木長市：環境と話し合って米づくり，平成12年度弘前大学生物共生教育研究センター金木農場公開講座テキ

スト，7-12，2000．

f-05. 工藤　明：水田が水環境に果たす役割―水管理と流出負荷量について―，平成12年度弘前大学農学生命科学部付

属生物共生教育センター金木農場公開講座「津軽北部地域の実用農業技術」資料，13-18，2000．

f-06. 工藤　明：津軽地域における水利施設の水環境と水質改善，平成12年度弘前大学農学生命科学部公開講座「21世

紀・青森県の資源を考える」資料，18-21，2000.

f-07. 万木正弘：ライフサイクルコスト・ライフサイクルエンジニアリング：農業土木学会誌，Vol. 69，No. 5，p. 65

1）現在は，（株）エステム
2）現在は，青森県東地方農林水産事務所

3）現在は，山形県庁
4）現在は，北海道庁

地域環境計画学講座

a-01. 高橋照夫・張　樹槐・福地　博・戸次英二：両眼ステレオ視によるリンゴ園果実の距離計測（第 3報）―画像入力

条件が距離精度に及ぼす影響―．農業機械学会誌　62（6）：108-115，2000．

a-02. 張　樹槐・高橋照夫・福地　博・嵯峨紘一：根菜類野菜の間引き作業の自動化に関する研究（第 1報）―ダイコン

の栽培様式の検討―．農業機械学会誌　63（2）：47-52，2001．

a-03. HIGAKI, D., H. YAGI., K. ASAHI and N. MIYAKE : Landslides on the late Quaternary deposits in the Bhote Koshi 

area, central Nepal.  Journal of Nepal Geological Society, 22 : 505-512, 2000.

a-04. REGALADO, M. J. C. and E. BEKKI : Varietal Differences in Drying Rate and Fissure Occurrence in Heated Air 

Drying of Rough Rice.  J. JSAM 62（6） : 81-91, 2000.

a-05. REGALADO, M. J. C., E. BEKKI and P. S. MADAMBA : Dehumidification Drying of High-moisture Rough Rice in 

a Radial-flow, Circular Bin.  Drying Technology 18（10） : 2307-2326, 2000.

a-06. 戸次英二：米の太陽熱直射乾燥における放射エネルギーのスペクトラル吸収．弘前大学農学生命科学部学術報告　

3：1-4，2000．

b-01. 横山俊治・江川良武・長谷川修一・中曽根茂樹・桧垣大助・桑原啓三・上野将司・足立勝治・中筋章人：第四章　

岩盤のゆるみとマスムーブメント．日本応用地質学会編，山地の地形工学，118-198，古今書院，2000．

d-01. 高橋照夫・張　樹槐・福地　博・戸次英二：注視と鮮明さ検出に基づくステレオ視の奥行き情報取得．情報処理

学会第61回全国大会（平成13年前期）（CD-ROM） No. 4L-01，2001．

d-02. 張　樹槐・高橋照夫・福地　博・嵯峨紘一：根菜類野菜の間引き作業の自動化に関する研究（第 2報）―自動 2値

化による大根幼苗の認識方法―．第60回農業機械学会年次大会講演要旨，231-232，2001．

d-03. 高橋照夫・張　樹槐・福地　博・戸次英二：両眼ステレオ視によるリンゴ園果実の距離計測（第 4報）―果実探索

と三次元情報の取得―．第60回農業機械学会年次大会講演要旨，249-250，2001．

d-04. 張　樹槐・高橋照夫・福地　博・荒川　修：リンゴ果実の非破壊的熟度判定方法．平成13年度農業機械学会東

北支部研究発表会講演要旨，37-38，2001．
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