
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　凸型回転体ミラーを備え全方位の領域を撮像して該全方位の画像データを生成する撮像
手段と、
　該撮像手段から得られた全方位の撮像画像データに対し監視領域を設定する監視領域設
定手段と、
　該監視領域における正常状態の基準とされる、該撮像手段によって予め撮像された背景
画像データと、該撮像手段が所定時刻毎に撮像する現画像データとの比較判定結果に基づ
き、判定情報に関連した画像処理を行う画像処理手段と、
　該判定情報に関連した監視情報を出力する監視情報出力手段

ことを特徴とする画像監視装置。
【請求項２】
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とを備え、
　前記撮像手段によって撮像される画像データは円形画像であり、前記監視領域は、該円
形画像の中心を原点とした極座標に基づいて設定される

凸型回転体ミラーを備え全方位の領域を撮像して該全方位の画像データを生成する撮像
手段と、
　該撮像手段から得られた全方位の撮像画像データに対し監視領域を設定する監視領域設
定手段と、
　該監視領域における正常状態の基準とされる、該撮像手段によって予め撮像された背景
画像データと、該撮像手段が所定時刻毎に撮像する現画像データとの比較判定結果に基づ
き、判定情報に関連した画像処理を行う画像処理手段と、



　前記撮像手段によって撮像される画像データは円形画像であり、前記監視領域は、該円
形画像の中心を原点として原点から２つの距離を指定することによってリング状に設定さ
れる 画像監視装置。
【請求項３】
　

　前記撮像手段によって撮像される画像データは円形画像であり、前記監視領域は、該円
形画像の中心を原点として原点からの距離と、２つの中心角度を指定することによって対
称な領域が設定される 画像監視装置。
【請求項４】
　前記監視情報出力手段は画像出力手段であることを特徴とする請求項１
に記載の画像監視装置。
【請求項５】
　前記画像処理手段は、前記背景画像データと前記現画像データとを比較する画像比較手
段と、該画像比較手段による比較結果に基づき検知対象の有無を判定する判定手段と、前
記判定手段の判定結果に基づいて所定の画像変換処理を行う画像変換手段と、を備えてい
る請求項 に記載の画像監視装置。
【請求項６】
　前記監視領域設定手段によって複数の監視領域が設定される、請求項１～ のいずれか
に記載の画像監視装置。
【請求項７】
　前記画像処理手段は、前記撮像手段が撮像した全方位の画像データを、パノラマ画像デ
ータまたは透視変換画像データに変換する請求項１～ のいずれかに記載の画像監視装置
。
【請求項８】
　前記画像処理手段が、前記背景画像データと前記現画像データとが異なるものであると
判断した場合に、警報情報を出力する警報情報出力手段を備えている、請求項１～ のい
ずれかに記載の画像監視装置。
【請求項９】
　前記画像比較手段は、前記背景画像と現画像との差分画像に基づいた比較結果画像を生
成し、前記判定手段は監視領域毎の比較結果についてプロジェクション処理を行う、請求
項 のいずれかに記載の画像監視装置。
【請求項１０】
　前記背景画像には、撮像時の時刻情報が付加されて記憶されている、請求項１～ のい
ずれかに記載の画像監視装置。
【請求項１１】
　凸型回転体ミラーを備え全方位の領域を撮像する撮像手段を用いた画像監視方法であっ
て、
　該撮像手段によって撮像される全方位の画像データから所望の監視領域を設定する監視
領域設定ステップと、
　該撮像手段によって撮像された複数の画像データを、該監視領域における正常状態の基
準となる背景画像として設定する背景画像設定ステップと、
　該複数の背景画像と、該撮像手段が所定時刻毎に撮像する現画像との比較結果に基づい
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　該判定情報に関連した監視情報を出力する監視情報出力手段とを備え、

ことを特徴とする

凸型回転体ミラーを備え全方位の領域を撮像して該全方位の画像データを生成する撮像
手段と、
　該撮像手段から得られた全方位の撮像画像データに対し監視領域を設定する監視領域設
定手段と、
　該監視領域における正常状態の基準とされる、該撮像手段によって予め撮像された背景
画像データと、該撮像手段が所定時刻毎に撮像する現画像データとの比較判定結果に基づ
き、判定情報に関連した画像処理を行う画像処理手段と、
　該判定情報に関連した監視情報を出力する監視情報出力手段とを備え、

ことを特徴とする

～３のいずれか

１～４のいずれか

５

６

７

４～８

９



て、該監視領域における異常発生の有無を監視する監視ステップ 、

画像監視方法。
【請求項１２】
　背景画像設定後所定の時間が経過すると、該経過時間に基づき背景画像を更新する背景
画像更新ステップを、さらに含む、請求項 に記載の画像監視方法。
【請求項１３】
　前記判定ステップにおいて、算出された最大値データが所定の閾値を超えないと判定さ
れた場合に、現画像を背景画像候補として記憶手段に保存する保存ステップを含む、請求
項 に記載の画像監視方法。
【請求項１４】
　請求項 のいずれかに記載の画像監視方法を実行する為の画像監視処理プログ
ラム。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、所定の監視領域を撮像するように設置された撮像装置を有し、この撮像装置に
より撮像された画像を処理することにより、監視領域に侵入する侵入者等を監視する画像
監視装置及び画像監視方法及び画像監視処理プログラムに関する。
【０００２】
【従来の技術】
近年、工業用テレビカメラ（以下、ＩＴＶカメラ）等の撮像装置が監視装置として用いら
れている。この種の監視装置は、工場内の適所に設置され、撮像装置により撮像された画
像を監視することにより、工場内に侵入した侵入者、工場内における異常発生等が検知さ
れ工場の防犯等に威力を発揮している。
【０００３】
この種の用途に用いられる監視装置では、天井等に設置されたＩＴＶカメラにより所定の
監視対象領域が撮像され、このＩＴＶカメラにより撮像された画像が監視領域を監視する
ための監視画像として取得される。監視装置は、ＩＴＶカメラにより所定時刻毎に監視領
域を撮像して順次更新される監視画像（以下、現画像という）と、監視領域に定常的に存
在する背景として予め記憶された監視基準画像（以下、背景画像）とを比較照合し、現画
像と背景画像とが異なっていることにより、侵入者等の侵入を検出する。
【０００４】
現画像と背景画像とを比較照合した結果、監視装置が侵入者の侵入等が検知された場合に
は、監視装置は、監視装置を監視する監視員に、侵入者発生を検知したことを通報する等
の処理を行う。そして、通報を受けた監視員が、侵入者発生等が検知された現地に赴く等
の必要な措置がとられる。
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、上記従来の画像監視装置は、撮像装置の視野角が狭く、１台の撮像装置で
カバーできる監視領域が限られたものとなっている為、監視すべき監視領域が広域である

10

20

30

40

50

(3) JP 3698420 B2 2005.9.21

とを含み
　前記監視ステップは、
　所定時刻毎に撮像される現画像を取得し、前記監視領域毎に現画像データと前記背景画
像データとを比較し差分二値化画像を生成する差分二値化画像生成ステップと、
　該差分二値化画像を前記監視領域毎にプロジェクション処理するプロジェクションステ
ップと、
　プロジェクション処理したデータを加算処理し、その加算結果の最大値を算出する最大
値算出ステップと、
　算出された最大値データが所定の閾値を超えたか否かを判定する判定ステップと、
　算出された最大値データが所定の閾値を超えたと判定された場合に、少なくとも警報出
力又は所定の領域の現画像を変換した変換画像を出力する警報ステップとを含むことを特
徴とする

１１

１１または１２

１１～１３



場合には、複数の撮像装置を監視領域の各所に設置する、あるいは、１台の撮像装置を広
範な監視領域を監視できるように移動可能とする等により監視領域をカバーしなければな
らないという問題がある。
【０００６】
本発明は、上記問題点を解消するためになされたもので、監視領域に侵入する侵入者等を
確実に検知する為に、撮像装置を動かさずに１台の撮像装置により広範囲の監視領域を監
視することができる、画像監視装置及び画像監視方法及び画像監視処理プログラムを提供
することを目的とする。
【０００７】
【課題を解決するための手段】
上記課題を解決する為、本発明の画像監視装置は、凸型回転体ミラーを備え全方位の領域
を撮像して該全方位の画像データを生成する撮像手段と、該撮像手段から得られた全方位
の撮像画像データに対し監視領域を設定する監視領域設定手段と、該監視領域における正
常状態の基準とされる、該撮像手段によって予め撮像された複数の背景画像データと、該
撮像手段が所定時刻毎に撮像する現画像データとの比較結果に基づき、判定情報に関連し
た画像処理を行う画像処理手段と、該判定情報に関連した監視情報を出力する監視情報出
力手段と、を備えたことを特徴とするものである。なお、ここで言う全方位とは最大３６
０°の広角領域のことである。
【０００８】
上記本発明の画像監視装置において、監視情報出力手段は画像出力手段であることが望ま
しい。
【０００９】
上記本発明の画像監視装置において、前記画像処理手段は、前記背景画像データと前記現
画像データとを比較する画像比較手段と、該画像比較手段による比較結果に基づき検知対
象の有無を判定する判定手段と、前記判定手段の判定結果に基づいて、所定の画像変換処
理を行う画像変換手段と、を備えていることが好ましい。
【００１０】
上記本発明の画像監視装置において、前記監視領域設定手段によって複数の監視領域が設
定されることが好ましい。
【００１１】
上記本発明の画像監視装置において、前記画像処理手段は、前記撮像手段が撮像した全方
位の画像データをパノラマ画像データ、または、透視変換画像データに変換することが好
ましい。
【００１２】
上記本発明の画像監視装置において、前記画像処理手段が、前記背景画像データと前記現
画像データとが異なるものであると判断した場合に、警報情報を出力する警報情報出力手
段を備えていることが好ましい。
【００１３】
上記本発明の画像監視装置において、前記画像比較手段は、前記背景画像と現画像との差
分画像に基づいた比較結果画像（差分２値化画像）を生成し、前記判定手段は監視領域毎
の比較結果についてプロジェクション処理を行うことが好ましい。
【００１４】
上記本発明の画像監視装置において、前記背景画像には、撮像時の時刻情報が付加されて
記憶されていることが好ましい。
【００１５】
上記本発明の画像監視装置において、前記撮像手段によって撮像される画像データは円形
画像であり、前記監視領域は、該円形画像の中心を原点とした極座標に基づいて設定され
ることが好ましい。
【００１６】
上記本発明の画像監視装置において、前記撮像手段によって撮像される画像データは円形
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画像であり、前記監視領域は、該円形画像の中心を原点として原点から２つの距離を指定
することによってリング状に設定されることが好ましい。
【００１７】
上記本発明の画像監視装置において、前記撮像手段によって撮像される画像データは円形
画像であり、前記監視領域は、該円形画像の中心を原点として原点からの距離と、２つの
中心角度を指定することによって対称な領域が設定されることが好ましい。
【００１８】
また、本発明の画像監視方法は、凸型回転体ミラーを備え最大周囲３６０°（全方位）の
領域を撮像する撮像手段を用いた画像監視方法であって、該撮像手段によって撮像される
全方位の画像データから所望の監視領域を設定する監視領域設定ステップと、該撮像手段
によって撮像された複数の画像データを、該監視領域における正常状態の基準となる背景
画像として設定する背景画像設定ステップと、該複数の背景画像と、該撮像手段が所定時
刻毎に撮像する現画像との比較結果に基づいて、該監視領域における異常発生の有無を監
視する監視ステップと、を含むものである。
【００１９】
上記本発明の画像監視方法は、背景画像設定後、所定の時間が経過すると、該経過時間に
基づき背景画像を更新する背景画像更新ステップを、さらに含むことが好ましい。
【００２０】
上記本発明の画像監視方法において、前記監視ステップは、所定時刻毎に撮像される現画
像を取得し、前記監視領域毎に現画像データと前記背景画像データとを比較し差分二値化
画像を生成する差分二値化画像生成ステップと、該差分二値化画像を前記監視領域毎にプ
ロジェクション処理するプロジェクションステップと、プロジェクション処理したデータ
を加算処理し、その加算結果の最大値を算出する最大値算出ステップと、算出された最大
値データが所定の閾値を超えたか否かを判定する判定ステップと、算出された最大値デー
タが所定の閾値を超えたと判定された場合に、少なくとも警報出力又は所定の領域の現画
像を変換した変換画像を出力する警報ステップと、を含むことが好ましい。
【００２１】
上記本発明の画像監視方法は、前記判定ステップにおいて、算出された最大値データが所
定の閾値を超えないと判定した場合に、現画像を背景画像候補として記憶手段に保存する
保存ステップを含むことが好ましい。
【００２２】
また、本発明の画像監視処理プログラムは、上記本発明の画像監視方法を実行するもので
ある。
【００２３】
【発明の実施の形態】
以下、本発明に係る画像監視装置について、図面に基づいて説明する。
【００２４】
本発明の画像監視装置は、広範囲な領域を撮像できる撮影手段を備えている。
【００２５】
この撮像手段は、工場内等において侵入者の侵入を防止することが必要な箇所に設置され
て、所定の監視領域を撮像する。撮像手段によって侵入者の侵入等の発生が検知された場
合には、撮影手段によって撮像された画像データに所定の処理が施され、モニター等に該
画像が出力されると共に、警報等の監視や警備に必要な出力処理がなされる。
【００２６】
この画像監視装置の監視モードには、警備モードと解除モードとがあり、常時は、撮像手
段が撮像する画像中に侵入物、侵入者等の発生の有無を監視する（以下、この状態を監視
状態という）警備モードになっており、この警備モードにおいて、侵入者等が検知された
（以下、この状態を異常状態という）場合には、警報を発する等の必要な動作を行う（侵
入者等が検知されない状態を正常状態という）。また、監視の現場に監視員等がおり、警
報等を発することが不要な場合や、メンテナンス等でやむを得ず監視動作を止めるときは
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、解除モードに移る。
【００２７】
図１は、本発明の１実施例に係る画像監視装置の概略構成を示すブロック図である。
【００２８】
本画像監視装置は、所定の監視領域を撮像して画像データを取得する撮像手段１と、画像
監視装置全体を制御する制御手段２と、制御プログラムや画像データ等を記憶する記憶手
段３と、監視領域の設定あるいは設定条件の変更等を行うための操作手段４と、撮像手段
１によって取得された画像データに基づいて異常が発生したことを検知した場合に、異常
検知対象物を含む監視領域の最新の撮像画像データを基にして、透視変換画像や全監視領
域のパノラマ画像等を生成し出力する画像処理手段６と、画像処理手段６から出力された
変換画像等を出力する画像出力手段５と、撮像手段１によって取得された画像データに基
づいて異常が発生したことを検知した場合に、監視領域に対応付けて警報ないし、通報な
どの警報情報を出力する警報出力手段７とを有している。
【００２９】
制御手段２は、例えば、中央処理ユニット（ＣＰＵ：Ｃｅｎｔｒａｌ　Ｐｒｏｃｅｓｓｉ
ｎｇ　Ｕｎｉｔ）が用いられ、この制御手段２には、撮像手段１、記憶手段３、操作手段
４、画像出力手段５、画像処理手段６、警報出力手段７がそれぞれ接続されている。
【００３０】
制御手段２は、記憶手段３に記憶されている制御プログラムを記憶手段３から取得して撮
像手段１、画像出力手段５、画像処理手段６、警報出力手段７を、それぞれ制御する。
【００３１】
撮像手段１は、制御手段２が行う制御に従って所定の監視領域を撮像する。撮像手段１は
、画像データとして、監視ステップにおいて、所定時刻毎に撮像される複数の現画像と、
現画像と比較照合する為に監視ステップに入る前に予め異なる時刻毎に複数回に渡って撮
像される複数の背景画像とをそれぞれ取得する。取得された背景画像及び現画像の各画像
データは、それぞれ、撮像された都度、制御手段２、画像処理手段６を介して記憶手段３
に送信され、後述の背景画像記憶領域１５及び現画像記憶領域１６にそれぞれ格納される
。
【００３２】
撮像手段１としては、広範囲な領域を撮像できる撮像装置、例えば、凸型回転体ミラーと
、この凸型回転体ミラーに写された画像を撮像する撮像カメラとを備えた全方位カメラが
用いられる。この全方位カメラは、撮像カメラの撮像方向の前方側に、凸型回転体ミラー
が凸部を撮像カメラ側に向けて配置されており、凸型回転体ミラーの回転軸とカメラ部の
レンズの光軸とが一致するように凸型回転体ミラー及び撮像カメラが固定されている。
【００３３】
この全方位カメラのカメラ部には、例えば、工業用カメラ等に使用されるＣＣＤ撮像素子
を用いることができ、その監視目的に応じて、赤外線カメラ、可視光カメラ等が使用され
る。また、凸型回転体ミラーとしては、焦点を有する球面ミラー、放物線ミラー、双曲面
ミラー、楕円面ミラー等が、撮像された撮像画像をその焦点から見た透視変換画像に容易
に変換することができるため好適である。
【００３４】
画像処理手段６は、図２に示すように、表示画像面上で複数の所望の監視領域が設定可能
な監視領域設定手段８が設けられると共に、撮像手段１により撮像された画像データにそ
の画像データが撮像された時刻情報を時刻データとして付加し、背景画像データとして記
憶手段３に記憶する背景画像登録手段９が設けられている。また、画像処理手段６には、
記憶手段３に記憶されている背景画像データを記憶手段３から取得して、この背景画像デ
ータと、所定時間毎に撮像手段１により撮像される現画像データとを比較する画像比較手
段１０が設けられており、この画像比較手段１０による背景画像データと現画像データと
の比較結果に基づいて、現画像の監視領域の画像データが正常か否かが判定手段１１にて
判断される。判定手段１１による判定結果が、正常でない場合には、検知対象を含む領域
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の透視変換画像等の表示画像が画像変換手段１２によって生成される。
【００３５】
図４（ａ）～（ｄ）は、それぞれ、撮像手段１である全方位カメラによって取得される画
像データと、この画像データに基づいて、上記の画像変換手段１２によって変換される変
換画像を説明している。
【００３６】
図４（ａ）は、撮像手段１が凸部を下向きに設置した双曲面ミラー１ａと、この双曲面ミ
ラー１ａの下方に設けたＣＣＤカメラ１ｂとを有する全方位カメラによって構成されて、
監視領域となる側方に、それぞれ撮像対象（Ａ）、（Ｂ）が存在している場合を示してい
る。
【００３７】
図４（ｂ）は、図４（ａ）に示す撮像対象（Ａ）、（Ｂ）を撮像手段１としての全方位カ
メラによって撮像した撮像画像を示している。このように、全方位カメラによって撮像さ
れた撮像画面は、円形画像となる。
【００３８】
図４（ｃ）は、図４（ｂ）の円形の撮像画像をパノラマ変換したパノラマ画像、図４（ｄ
）は、図４（ｂ）の撮像画像を透視変換した透視変換画像をそれぞれ示している。
【００３９】
図３は、記憶手段３の構成を示すブロック図である。制御手段２に接続された記憶手段３
としては、ハードディスク装置等の磁気記録装置を用いることができる他、高速処理を図
ることができるＲＡＭ（Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｍｅｍｏｒｙ）等の半導体メモリ
ーを用いてもよい。
【００４０】
記憶手段３は、制御手段２、画像処理手段６等の動作プログラムを記憶するプログラム記
憶領域１３と、監視領域に関する情報や後述する背景画像と現画像とを比較照合する基準
となる二値化の閾値、異常を判定する異常判定基準値等の各種パラメータを記憶するパラ
メータ記憶領域１４と、撮像手段１によって予め撮像され、現画像との画像データ比較の
基準となる複数の背景画像データをまとめて記憶する背景画像記憶領域１５と、撮像手段
１が撮像した現画像データを記憶する現画像記憶領域１６と、画像処理手段６が撮像手段
１によって撮像された現画像を元にして作成する変換画像を記憶する変換画像記憶領域１
７と、後述する背景画像候補を記憶する背景画像候補記憶領域２２と、監視状態（正常、
異常）を記憶する監視状態記憶領域１８と、画像監視装置の監視モード（警備モード、解
除モード、等）を記憶する監視モード記憶領域１９と、後述の比較対象画像間の差分２値
化画像を記憶する差分画像記憶領域２０と、後述する差分画像から得られる異常部のヒス
トグラムデータを記憶するヒストグラム記憶領域２１とを有している。
【００４１】
再び図１を参照して、画像監視装置について説明する。
【００４２】
警報出力手段７は、有線または無線により外部のコントローラ等（図示せず）に接続され
、異常発生時に警報を出力する。
【００４３】
画像出力手段５は、モニター等の表示画面を有すると共に、上記同様、画像監視装置の外
部にある監視に関連する機器のコントローラ、即ち、監視者の駐在している部屋に備えら
れている機器や監視者が携帯している通信機器のコントローラ等（図示せず）に有線また
は無線により接続され、異常発生の際には、検知対象を含む領域の変換画像データや変換
前の画像データ等を該コントローラに出力するようになっている。
【００４４】
操作手段４は、画像出力手段５の表示画面に対してキー操作入力することができるキース
イッチを有している。このキースイッチとしては、画像出力手段５のモニター等に併設さ
れたキーボードのほか、コントローラに併設されたモニター画面上に設置したタッチパネ
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ルのように、タッチパネル方式であっても良い。また、この操作手段４は、監視者による
操作等に応じて生成された指示信号を通信回線（図示せず）を介して制御手段２に出力す
るようになっている。
【００４５】
次に、本実施の形態の画像監視装置によって監視領域を監視する動作の概略について説明
する。
【００４６】
図５は、本画像監視装置による監視動作の概略を説明するフローチャートである。
【００４７】
図５を参照して、本装置の処理フローの概略を説明する。
【００４８】
本実施の形態の画像監視装置による処理フローは、大略して、監視領域設定ステップ、背
景画像設定ステップ、監視ステップ、背景画像更新ステップの４つの処理ステップから構
成される。
【００４９】
まず、ステップ１の監視領域設定ステップにおいて、監視対象領域を監視する監視者が操
作手段４を操作することにより、画像出力手段５の表示画面上に表示された画像において
、監視対象とすべき領域を設定する監視領域設定処理（Ｓ０１）が行われる。この場合、
複数の領域を設定することができるようにすれば、複数の領域を監視することができ好適
である。
【００５０】
本ステップで所定の監視領域を設定した後、ステップ２の背景画像設定ステップに移り背
景画像の設定処理（Ｓ０２）がなされる。
【００５１】
背景画像設定処理（Ｓ０２）では、例えば、監視対象領域を監視する監視者が、操作手段
４を操作することにより撮像手段１によって撮像された所定フレーム数Ｎの画像データが
１つの背景画像ユニットとして記憶手段３の背景画像記憶領域１５に順次記録される。そ
の後、監視ステップへ移行するまで背景画像ユニットの更新が継続される。
【００５２】
次に、背景画像設定処理（Ｓ０２）終了後、警備モード判定ステップ（Ｓ０３）で、警備
モードがＯＮかＯＦＦかが判断され、警備モードがＯＮのときに背景画像設定ステップか
ら監視ステップへの移行が行われる。警備モードがＯＮでない、即ちＯＦＦのときは、背
景画像設定処理（Ｓ０２）に戻り、背景画像ユニットの更新が継続される。なお、ここで
の説明ではＮを複数として説明したが、Ｎが１であっても基本的な画像比較動作が可能で
ある。
【００５３】
尚、背景画像設定ステップから監視ステップへの移行操作は、前記、監視領域設定ステッ
プから背景画像設定ステップへの移行操作と同様に、監視対象領域を監視する監視者が操
作手段４を操作することにより行われる。操作手段４には警備モードのＯＮ・ＯＦＦを切
り替える入力スイッチが備えられており、この入力スイッチが監視者により操作される。
前記スイッチ操作において警備モードがＯＮになるようにスイッチ操作がなされないと、
監視ステップへの移行指示が検知されず、背景画像設定ステップに復帰し、背景画像ユニ
ットの更新が実行される。
【００５４】
ステップ４の監視ステップでは、現画像の１フレームデータと背景画像ユニットとを比較
し、侵入者発生等の異常発生を監視する、監視処理（Ｓ０４）がなされる。詳細について
は後述する。
【００５５】
そして、監視処理が１回終了するたびに、警備モード判定ステップ（Ｓ０５）に移り、制
御手段２は、警備モードのＯＮ・ＯＦＦ状態を判断する。
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【００５６】
そして、警備モードがＯＦＦになっている場合には、ステップ８の停止処理判定ステップ
（Ｓ０８）に移り、制御手段２により本装置の停止信号が出ているのかどうかを判断する
。この停止信号は、例えば、監視対象領域を監視する監視者のスイッチ操作により制御手
段２に出力される。そして、停止信号が出力されている場合には、本装置の電源がオフさ
れて処理操作が終了する。又、停止信号が出力されていない場合には、さらに、監視領域
変更指示判定ステップ（Ｓ０９）に移り、制御手段２により監視領域の変更指示が出てい
るかどうかが判断される。この監視領域の変更指示は、例えば、監視対象領域を監視する
監視者のスイッチ操作により行われ、監視領域の変更指示が出力されていないときは、背
景画像設定処理ステップ（Ｓ０２）に戻り、監視領域の変更指示が出力されている場合は
、監視領域設定処理ステップ（Ｓ０１）に戻る。
【００５７】
また、ステップ５の警備モード判定ステップ（Ｓ０５）において、警備モードがＯＮの場
合には、ステップ６の背景画像更新タイミング判定ステップに進み、制御手段２により背
景画像ユニットの更新タイミングになっているか否かが判断される（Ｓ０６）。そして、
所定の更新タイミングになっていないと判断された場合には監視ステップに戻り、所定の
更新タイミングになっている場合にはステップ７の背景画像更新ステップに進む。
【００５８】
ステップ７の背景画像更新ステップでは、背景画像更新処理（Ｓ０７）が実行され、記憶
手段３の背景画像記憶領域１５に記憶されているフレーム数Ｎの背景画像のうち背景画像
記憶領域１５に各背景画像データとともに記憶されている撮像時刻を参照して最も古い背
景画像を選択し、選択された該背景画像が新しい背景画像に更新される。そして、その更
新後に、監視ステップに戻る。
【００５９】
上記ステップ間の移行は、例えば、操作手段４のスイッチ操作等により行われる。このよ
うなスイッチ操作等に応じて生成された指示信号は、操作手段４から制御手段２に送られ
、指示信号が送られた制御手段２は、その指示内容を検知して各指示に対応した処理を行
う。
【００６０】
次に、上記に説明した各ステップについて、さらに詳細に説明する。
【００６１】
図６は、ステップ１の監視領域設定処理（Ｓ０１）ステップの概略を説明するフローチャ
ートである。
【００６２】
ステップ１の監視領域設定処理（Ｓ０１）においては、まず、ステップ１１の画像取得ス
テップにおいて、撮像手段１により撮像された所定の監視領域を含む映像の画像データ（
撮像データ）が、制御手段２を介して、記憶手段３の現画像記憶領域１４に記憶される（
以下、単に「撮像手段１から現画像が取得される。」と記す）。この場合、記憶手段３の
現画像記憶領域１４には、撮像データと共に、撮像された時刻の情報が併せて記憶される
。
【００６３】
又、取得された現画像データは、時刻情報と共に制御手段２から画像出力手段５を介して
、例えば、コントローラに併設された表示手段としてのモニター（図示せず）に出力され
る（Ｓ１１）。
【００６４】
そして、ステップ１２において、モニター等を監視する監視者は、モニターの画像面上で
、後述の監視領域設定処理方法により、監視領域を設定し、設定された監視領域情報を、
記憶手段３のパラメータ記憶領域１４に記憶する。
【００６５】
ステップ１２の監視領域設定処理ステップが終了すると、ステップ１３に移り、監視領域
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の追加・変更指示があるか無いかの指示を促す表示がモニター上に表示される。監視領域
の追加・変更がある場合は、モニター等を監視する監視者が、指示情報を操作手段４を用
いて監視領域の追加・変更の指示を入力する。その指示結果は、制御手段２に送られる。
【００６６】
監視領域の追加・変更指示があった場合は、ステップ１１の現画像取得ステップに戻り、
監視領域設定手段８により監視領域設定処理が続けられる。追加・変更指示がない場合は
、図５において説明したメインフローに戻り、ステップ２の背景画像設定ステップに移行
する。
【００６７】
ここで、上記の監視領域設定処理の具体例について説明する。
【００６８】
図７は、撮像手段１として全方位カメラを用いた場合における円形の撮像画像について、
監視領域を設定する第１及び第２の方法を説明するための模式図を示している。
【００６９】
第１の方法では、円形の撮像画像上において、監視対象とする領域を設定する際に、その
領域の中心座標（例えばＡ０（ｒ０、θ０））を、操作手段４のキー操作により指定する
方法である。この場合には、指定された座標を中心として、予め定められた範囲の所定領
域が設定されることになる。図７に示す例では、中心座標Ａ０（ｒ０、θ０））を指定す
ることにより、（ｒ０±Δｒ０、θ０±Δθ０）で表された斜線で示す領域が指定されて
いる。
【００７０】
ここで、座標（ｒ、θ）のｒは、円形画像の中心Ｏからその座標までの距離、θは円形画
像の中心Ｏに対するその座標の中心角度をそれぞれ表しており、このｒ及びθを用いるこ
とにより、円形画像上の全ての位置座標を指定することができる。
【００７１】
第２の方法は、監視対象となる領域の外縁におけるコーナーとなる４点、例えば、Ａ１（
ｒ１、θ１）、Ａ２（ｒ２、θ２）、Ａ３（ｒ３、θ３）、Ａ４（ｒ４、θ４）を、操作
手段４のキー操作により指定する方法である。この場合には、４点にて囲まれる領域が監
視領域として設定される。この方法では、設定する監視領域を任意の広さに指定すること
ができる。
【００７２】
上記の第１及び第２の設定方法を用いて、監視対象領域を設定することにより、１つの領
域だけでなく、複数の領域を監視対象領域として順次設定することが可能である。
【００７３】
図８は、撮像手段１のＣＣＤ等による撮像画像について、監視領域を設定する第３の方法
を説明するための模式図を示している。
【００７４】
この第３の方法では、モニターに出力された円形の撮像画像上において、円形座標の中心
Ｏに対して対称関係にある監視領域が設定される。図８に示す例では、円形画像の中心Ｏ
からの距離ｒ１と、円形画像の基準位置からの２つの中心角度θ１及びθ２とを指定する
ことにより、Ａ１（ｒ１、θ１）、Ａ２（ｒ１、θ２）、Ａ３（ｒ１、１８０°＋θ１）
）、Ａ４（ｒ１、１８０°＋θ２）の４点を指定すると、Ａ１（ｒ１、θ１）、Ｂ１（ｒ
２、θ５）、Ｂ４（ｒ２、θ８）、Ａ４（ｒ１、１８０°＋θ２）の第１の監視領域と、
Ａ２（ｒ１、θ２）、Ｂ２（ｒ２、θ６）、Ｂ３（ｒ２、θ７）、Ａ３（ｒ１、１８０°
＋θ１））の第２の監視領域を１度に設定可能である。
【００７５】
ここで、Ａ２、Ｂ２、Ｂ１、Ａ１は全て１直線上にある。
【００７６】
又、Ａ３、Ｂ３、Ｂ４、Ａ４も全て１直線上にある。
【００７７】
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図９は、撮像手段１の円形の撮像画像について、監視領域を設定する第４の方法を説明す
るための模式図を示している。
【００７８】
この第４の方法では、円形の撮像画像上において、円形画像の中心座標Ｏからの異なる２
つの距離、例えばｒ１及びｒ２を指定することにより、半径ｒ１の円周と半径ｒ２の円周
とで囲まれたリング状の監視領域が設定される。
【００７９】
この方法によって設定されるリング状の監視領域では、例えば、監視対象となる領域が部
屋の中央であって、本実施の形態の画像監視装置を、その上方に設置した場合、設定され
たリング状の監視領域を監視することによって、監視対象領域に対して全ての方向からの
侵入者等の接近・侵入を検知することが可能である。又、この方法では、異なる２つの距
離を指定するだけでよいために、きわめて容易に監視領域を指定することができるという
利点がある。
【００８０】
上記いずれの方法も、制御手段２に対して通信回線等で結ばれた操作手段４のキー操作入
力により座標が指定される。この場合、例えば、コントローラに併設されたモニター画面
上において、カーソルキーを所望の位置までスライドさせることにより、監視領域を指定
する座標を指定することができ、または、座標位置をキー操作によって入力することによ
り座標を指定することができる。また、操作手段４としては、モニター上にタッチパネル
を設ける構成として、直接タッチパネルをタッチ入力する方法等によって座標を指定する
こともできる。
【００８１】
撮像手段１から得られた現画像は、上記の設定操作の期間中において、操作手段４のキー
操作によって、パノラマ画像や、透視画像に変換することが可能である。この場合、操作
手段４から入力された画像変換の指示が制御手段２に与えられ、制御手段２では、その指
示情報を識別し、画像処理手段６に設けられた画像変換手段１１に画像変換指示情報を伝
達する。画像変換手段１１は、該画像変換指示情報に基づいて、円形の撮像画像である現
画像をパノラマ画像や、透視変換画像等の変換画像に変換する。
【００８２】
この時、撮像手段１により撮像された円形の撮像画像では画像の方向を把握し難い監視領
域を監視する監視者の場合は、まず、円形の撮像画像を例えばパノラマ画像に変換し、該
パノラマ画像上で方向を把握し、監視領域の設定を行うことで容易に所望の監視領域を設
定できる。なお、同じ監視画面を繰り返し活用している監視者の場合は画像の方向を把握
できているので、円形の画像から直接監視領域を設定し監視領域設定の作業効率を向上で
きる。
【００８３】
図１０は、上記パノラマ画像上での複数の監視領域を設定する方法を説明する概略図であ
る。
【００８４】
この方法にも、前記の監視領域を設定する方法と同様に、所定の位置を選択するために２
つの方法がある。
【００８５】
第１の方法では、必要な監視領域の中心座標を指定することによって所定範囲の監視領域
を設定する。
【００８６】
また、第２の方法では、展開されたパノラマ画像における基準位置からの距離を展開前に
おける基準位置に対する角度に基づいて指定し、監視領域を設定する。図１０では、角度
範囲を（θ１、θ２）と、（θ３、θ４）とにそれぞれ指定されて監視領域が設定されて
いる。尚、この場合も、前述の円形画像データの場合と同様に、カーソルキー、タッチパ
ネル等の操作手段４によって指定位置を入力することができる。
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【００８７】
このようにして設定された、監視領域に関する位置情報は、記憶手段３のパラメータ記憶
領域１４に記憶される。
【００８８】
なお、撮像手段１により撮像された円形の撮像画像をパノラマ画像や透視変換画像に変換
する方法については、例えば、特願平２０００－１５２２０８号に詳細に説明されている
。
【００８９】
次に、ステップ２の背景画像設定処理ステップについて図１１に示すフローチャートに基
づいて詳細に説明する。
【００９０】
ステップ２の背景画像設定処理ステップにおいては、まず、ステップ２１において、撮像
手段１から現画像が取得される。そして、ここで取得された現画像、すなわち記憶手段３
の現画像記憶領域１６に記憶された現画像データには、前記の通り、該現画像が取得され
た時刻情報が付加されている。
【００９１】
続いて、ステップ２２に進み、制御手段２によって、記憶手段３の背景画像記憶領域１５
に既に記憶されている背景画像（尚、既に記憶されている背景画像データについても、前
記と同様に取得された時刻情報が付加されている）の数が、規定のＮフレームに達してい
るかどうかが判断される。その結果、記憶手段３の背景画像記憶領域１５に既に記憶され
ている背景画像の数が、所定のＮフレームに達していなければ、ステップ２７において、
撮像手段１から取得された現画像データを背景画像データとして、記憶手段３の背景画像
記憶領域１５に記憶し、ステップ２１の現画像取得ステップに戻る。このようにして、記
憶手段３の背景画像記憶領域１５に既に記憶されている背景画像の数が、所定のＮフレー
ムに達するまで、所定のタイミング毎に、撮像手段１から取得された現画像データが画像
処理手段６の背景画像登録手段９により、背景画像データとして背景画像記憶領域１５に
順次記憶される。ここで、複数のＮフレームの背景画像を１ユニットとすることにより、
短期間内における背景の変動に伴う誤検知を防ぐことができる。例えば、背景に一定時間
周期で点滅している点滅光源等があり、背景画像として光源が非点灯時の映像が設定され
ているのに対して、点滅光源が点灯時の画像が現画像として取得された場合、本来侵入物
の侵入として検知されない光源の点灯・非点灯の差を誤検知して、異常信号を出力する恐
れがある。
【００９２】
これに対し、複数のＮフレームの背景画像を１ユニットとすれば、点滅光源が点灯時の映
像をも背景画像として取得され、各背景画像フレーム毎の差分の総和で比較するため変動
が平均化され、背景の変動による誤検知の可能性を低減することができる。さらに、天候
の変化や照明の変化等の長期間の背景の変動による誤検知を防止するため、後述するよう
に、所定時間毎に背景画像ユニットが更新される。なお、監視装置の記憶手段の記憶容量
が小さい場合や、誤検知の可能性が低い場合は、１ユニットに対応する背景画像のフレー
ム数は１でもよい。
【００９３】
記憶手段３の背景画像記憶領域１５に記憶されている画像データ数が背景画像ユニットと
しての所定のＮフレームに達している場合は、ステップ２３に進む。
【００９４】
ステップ２３においては、画像処理手段６の背景画像登録手段９の指示により、現画像デ
ータ（１フレーム画像データ）と、すでに記憶済みの背景画像ユニットに含まれる各背景
画像データそれぞれとの差分画像データが画像比較手段１０において計算される。さらに
画像比較手段１０では、計算された差分画像データを、記憶手段３のパラメータ記憶領域
１４に記憶された所定の閾値で二値化して、差分二値化画像データとし、この差分二値化
画像データを記憶手段３の差分画像記憶領域２０に一時記憶する。
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【００９５】
尚、この差分二値化画像データは、処理量を少なくし、高速処理を可能とするため、撮像
手段１により撮像された視野領域の全域にわたって計算するのではなく、予め設定された
各監視領域に限定して計算が行われる。また、二値化の閾値は、例えば、パラメータとし
て監視者が操作手段４からキー入力操作を行うことにより設定されて、記憶手段３のパラ
メータ記憶領域１４に記憶されたものが用いられる。
【００９６】
次いで、ステップ２４において、記憶手段３の差分画像記憶領域２０に一時記憶された各
差分二値化画像データのそれぞれについて、画像処理手段６の判定手段１１によって、Ｘ
方向及びＹ方向のそれぞれに各座標毎に差分二値化画像データの各画像データの値を加算
したヒストグラムデータを算出する（以下、これをプロジェクション処理という）。そし
て、算出されたヒストグラムデータが記憶手段３のヒストグラム記憶領域２１に記憶され
る。
【００９７】
ここで、プロジェクション処理の概要について具体的に説明する。
【００９８】
図１４は、例として、画素構成が５×５の場合に対する差分二値化データからヒストグラ
ムデータを求める場合を示している。
【００９９】
この図１４に示す例では、５×５の差分二値化画像データ２１の各画像値２２は、０と１
で構成されており、各画素の座標を（Ｘ、Ｙ）とすると、座標（３、４）が１、（１、３
）～（４、３）が１、（２、２）～（２、３）の各画素の画素値がそれぞれ１、その他の
座標における各画素の画素値が０となっている。
【０１００】
このとき、Ｘ方向のヒストグラムは、１、２、３、１、０となり、Ｙ方向のヒストグラム
は、下から、０、２、４、１、０となる。このようにして、プロジェクション処理が行わ
れる。
【０１０１】
ステップ２４のプロジェクション処理が終了すると、図１１のステップ２５に進む。ステ
ップ２５では、画像処理手段６の判定手段１１において、ステップ２４のプロジェクショ
ン処理によって算出された、各ヒストグラムデータ毎の最大値を比較し、最大値が最も小
さい背景画像を選択する。
【０１０２】
そして、ステップ２６において、この選択情報が背景画像登録手段９に送られ、背景画像
登録手段９は、前記選択情報を参照して、最大値が最も小さい背景画像データの変わりに
、現画像データを背景画像データとする。
【０１０３】
尚、ここでは、判定手段１１において、抽出された各ヒストグラムデータの最大値を比較
し、現画像データと差し替えるべき背景画像データの選択・判定を行ったが、各ヒストグ
ラムデータの総和を比較し、この総和が最も小さい背景画像を選択する選択方法を用いて
もよい。
【０１０４】
ステップ２６の処理が終了することにより、背景画像設定処理が終了し、図５に示すメイ
ン処理に戻る。
【０１０５】
次に、ステップ４の監視処理ステップについて、図１２に示すフローチャートに基づいて
詳細に説明する。
【０１０６】
ステップ４の監視処理ステップにおいては、まず、ステップ３１において、撮像手段１か
ら現画像（１フレームの画像データ）が取得される。続いて、ステップ３２において、画
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像処理手段６の画像比較手段１０において、監視領域毎に、取得された現画像と、記憶手
段３の背景画像記憶領域１５に記憶されている背景画像ユニットの各背景画像とを比較し
て、差分二値化画像を計算し、計算された二値化画像データを記憶手段３の差分画像記憶
領域２０に記憶する。この処理は、計算処理量を少なくして処理の高速化を図るために、
撮像手段が撮像する視野領域の全域にわたって差分２値化の計算をするのではなく、予め
設定された各監視領域に限定して差分２値化の計算が行われる。そして、ステップ３３に
おいて、得られた各背景画像毎の二値化画像データについて、画像処理手段６の判定手段
１１において、各監視領域毎のプロジェクション処理を行う。
【０１０７】
続いて、ステップ３４により、判定手段１１において、各背景画像毎のヒストグラムデー
タを加算し、加算した結果が記憶手段３のヒストグラム記憶領域２１に記憶される。
【０１０８】
そして、ステップ３５により、判定手段１１において、記憶手段３のヒストグラム記憶領
域２１に記憶された加算結果の最大値を計算し、最大値が、閾値を超えているかどうかを
判断する。なお、この閾値は操作手段４から入力され記憶手段３のパラメータ記憶領域１
４に記憶領域１４に記憶されているものである。
【０１０９】
このステップ３６において、最大値が基準値を超えていると判断された場合には、異常と
判断されて、ステップ３７に進み、異常信号と当該監視領域の情報が制御手段２に送られ
る。制御手段２は、警報出力手段７に対してこの監視領域の情報と共に警報指示を出力す
る。そして、警報出力手段７からこの監視領域の情報と共に警報ないし通報が出力される
。
【０１１０】
また、同時に、制御手段２から画像処理手段６の画像変換手段１２に送信される画像変換
指示により、画像変換手段１２は、現画像データについて前述のヒストグラムの加算デー
タの最大値が得られたＸＹ座標を中心とした透視変換画像データを生成し、生成された透
視変換画像データが、記憶手段３の変換画像記憶領域１７に記憶される。そして、ステッ
プ３８において、記憶手段３の変換画像記憶領域１７に記憶された透視変換画像データは
、制御手段２を介して画像出力手段５に出力される。画像出力手段５は、例えば、監視者
が監視しているコントローラ（図示せず）にこの変換画像データを送信し、そこに併設さ
れたモニター（図示せず）にこの変換画像データが表示される。そして、その後、図５に
示すメイン処理に戻る。
【０１１１】
一方、ステップ３６において、ヒストグラムの加算データが閾値を超えていない場合は、
ステップ３９によって、判定手段１１において、検知対象がない、すなわち異常が発生し
ておらず、正常であると判断されて、通報や透視変換画像出力は実施されず、現画像デー
タが背景画像候補として記憶手段３の背景画像候補記憶領域２２に記憶される。その後、
図５に示すメイン処理に戻る。
【０１１２】
次に、ステップ７の背景画像更新処理ステップについて、図１３に示すフローチャートに
基づいて詳細に説明する。
【０１１３】
ここで、このステップ７の背景画像更新処理ステップは、図５に示すメインフローのステ
ップ６において、所定の更新タイミングであると判断された場合に開始される。この更新
タイミングは、例えば、背景画像を撮像した時刻から一定時間が経過することによって開
始される。この一定時間の経過は、背景映像の変動の激しさにもよるが、３０分～１時間
程度とされる。又、例えば、画像監視装置を閉店後の店内監視に使用する場合には、閉店
時点から次の開店時点までは更新せず、開店後には、所定の時間が経過する毎に更新する
ようにしても良い。
【０１１４】
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図５に示すステップ６において、所定の更新タイミングであると判断されると、ステップ
７の背景画像更新処理ステップは、まず、図１２に示すステップ４１により、監視処理で
異常がないと判断され記憶手段３の背景画像候補記憶領域２２に記憶された背景画像候補
が画像処理手段６の背景画像登録手段９に読み込まれる。
【０１１５】
続いて、ステップ４２において、記憶手段３の背景画像記憶領域１５の各画像データに付
加されている時刻情報を元に、背景画像登録手段９において所定時間以上経過した古い背
景画像データがあるかどうかが判断される。
【０１１６】
ステップ４２において、所定時間以上経過した古い背景画像データがある場合には、ステ
ップ４７に進む。
【０１１７】
ステップ４７では、所定時間以上経過した古い画像データが削除され、上記の背景画像候
補が新たに背景画像データとして設定される。この場合、所定時間以上経過した画像デー
タが複数存在する場合は、その中から最も古いものが選択され、更新される。
【０１１８】
ステップ４２において、この基準に該当する背景画像が存在しない場合には、ステップ４
３に進む。
【０１１９】
ステップ４３では、画像処理手段６の画像比較手段１０によって、背景画像候補と、各背
景画像データのそれぞれとの差分二値化画像を計算し、計算された二値化画像データを記
憶手段３の差分画像記憶領域２０に記憶する。
【０１２０】
次いで、ステップ４４において、記憶手段３の差分画像記憶領域２０に記憶された各差分
二値化画像データのそれぞれについて、プロジェクション処理を行い、算出したヒストグ
ラムデータを記憶手段３のヒストグラム記憶領域２１に記憶する。
【０１２１】
ステップ４４のプロジェクション処理が終了すると、ステップ４５に進み、画像処理手段
６の判定手段１１において、ステップ４４のプロジェクション処理によって算出された各
ヒストグラム毎の最大値を比較する。
【０１２２】
そして、ステップ４６において、ヒストグラム値の最大値が最小の背景画像を選択して、
この背景画像と、前記背景候補画像とを入れ替える。
【０１２３】
その後、背景画像データの更新が終了すると、図５に示すステップ４の監視処理ステップ
に戻る。
【０１２４】
以上に説明した動作により、１台の画像監視装置により、全方位にわたる視野領域を監視
領域として設定することができ、監視領域の中に検知対象となるものが検知された場合に
は、スムーズに透視変換画像等に変換することができる。さらに、現画像と比較される背
景画像を複数としたので、背景の変動の影響を軽減することができ、検知対象の識別精度
を向上させることができる。
【０１２５】
【発明の効果】
本発明に係る画像監視装置は、凸型回転体ミラーを備え最大周囲３６０°（全方位）の領
域を撮像する撮像手段を備えたので、１台の撮像手段により、視野方向の異なる任意の方
向に任意の形状の複数の監視領域を設定することが可能であり、複数の監視装置を設置す
る、撮像手段に機械的駆動部を取り付けて任意の方向を撮像可能にする、等をすることな
く、広範囲の監視領域を監視することができる。
【０１２６】
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さらに、検知対象を検知した場合に、画像処理手段により、その検知対象を含む監視領域
の透視変換画像を生成する為、検知対象の確認作業をスムーズに行うことができる。また
、複数の背景画像と現画像とを比較することにより異常発生を検知する為、背景の変動の
影響を軽減でき、検知対象の識別精度を向上させる事が可能である。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明に係る画像監視装置の概略のブロック構成を示す図である。
【図２】本装置の画像処理手段の詳細を示すブロック図である。
【図３】本装置の記憶手段の詳細を示すブロック図である。
【図４】本装置で扱う各種画像の概念図である。
【図５】本装置の概略の処理を表す処理フロー図である。
【図６】監視領域設定処理の処理フロー図である。
【図７】監視領域設定処理の第１の実施例を示す処理画面の図である。
【図８】監視領域設定処理の第２の実施例を示す処理画面の図である。
【図９】監視領域設定処理の第３の実施例を示す処理画面の図である。
【図１０】監視領域設定処理の第４の実施例を示す処理画面の図である。
【図１１】背景画像設定処理の処理フロー図である。
【図１２】監視処理の処理フロー図である。
【図１３】背景画像更新処理の処理フロー図である。
【図１４】プロジェクション処理の説明図である。
【符号の説明】
１　撮像手段
２　制御手段
３　記憶手段
４　操作手段
５　画像出力手段
６　画像処理手段
７　警報出力手段
８　監視領域設定手段
９　背景画像登録手段
１０　画像比較手段
１１　判定手段
１２　画像変換手段
１３　プログラム記憶領域
１４　パラメータ記憶領域
１５　背景画像記憶領域
１６　現画像記憶領域
１７　変換画像記憶領域
１８　状態記憶領域
１９　モード記憶領域
２０　差分画像記憶領域
２１　ヒストグラム記憶領域
２２　背景画像候補記憶領域
２３　差分二値化画像
２４　画素値
２５　Ｙ方向のヒストグラム
２６　Ｘ方向のヒストグラム
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】

【 図 ４ 】 【 図 ５ 】
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【 図 ６ 】

【 図 ７ 】

【 図 ８ 】

【 図 ９ 】

【 図 １ ０ 】

【 図 １ １ 】
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【 図 １ ２ 】 【 図 １ ３ 】

【 図 １ ４ 】
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