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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　データを記憶する記憶装置と、データを処理する処理装置と、画像記憶部と、移動先候
補抽出部と、移動元候補抽出部と、目標抽出部とを有し、
　上記画像記憶部は、上記記憶装置を用いて、第一の画像を表わす第一の画像データと、
第二の画像を表わす第二の画像データとを記憶し、
　上記移動先候補抽出部は、上記処理装置を用いて、上記画像記憶部が記憶した二つの画
像データが表わす二つの画像に基づいて、上記画像に含まれる複数の画素のうちから輝度
が増加した画素を抽出して、移動先候補画素とし、
　上記移動元候補抽出部は、上記処理装置を用いて、上記画像記憶部が記憶した二つの画
像データが表わす二つの画像に基づいて、上記画像に含まれる複数の画素のうちから輝度
が減少した画素を抽出して、移動元候補画素とし、
　上記目標抽出部は、上記処理装置を用いて、上記移動先候補抽出部が抽出した移動先候
補画素と、上記移動元候補抽出部が抽出した移動元候補画素とに基づいて、上記移動先候
補画素のうちからペアとなる移動元候補画素が存在する画素を抽出して、目標画素とする
ことを特徴とする移動目標検出装置。
【請求項２】
　上記目標抽出部は、上記処理装置を用いて、上記移動先候補抽出部が抽出した移動先候
補画素のうちから、上記移動先候補画素の近傍に位置する複数の候補近傍画素のなかに上
記移動元候補抽出部が抽出した移動元候補画素が存在する移動先候補画素を抽出して、上
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記目標画素とすることを特徴とする請求項１に記載の移動目標検出装置。
【請求項３】
　上記目標抽出部は、上記処理装置を用いて、上記移動先候補画素を中心とする矩形範囲
内の複数の画素を上記複数の候補近傍画素として、上記目標画素を抽出することを特徴と
する請求項２に記載の移動目標検出装置。
【請求項４】
　上記目標抽出部は、上記処理装置を用いて、上記移動先候補画素からの距離が所定の画
素数以内の複数の画素を上記複数の候補近傍画素として、上記目標画素を抽出することを
特徴とする請求項２に記載の移動目標検出装置。
【請求項５】
　上記移動目標検出装置は、更に、増分算出部と、中心選択部と、近傍選択部と、増加選
択部と、減少選択部とを有し、
　上記増分算出部は、上記処理装置を用いて、上記画像記憶部が記憶した二つの画像デー
タが表わす二つの画像に基づいて、上記二つの画像にともに含まれる複数の画素の各画素
について、上記第二の画像における輝度から上記第一の画像における輝度を差し引いた差
をそれぞれ算出して、複数の輝度増分とし、
　上記中心選択部は、上記処理装置を用いて、上記複数の画素のうち少なくともいずれか
二以上の画素を選択して、複数の中心画素とし、
　上記近傍選択部は、上記処理装置を用いて、上記中心選択部が選択した複数の中心画素
の各中心画素について、上記中心画素の近傍に位置する複数の画素を選択して、複数の中
心近傍画素とし、
　上記増加選択部は、上記処理装置を用いて、上記中心選択部が選択した複数の中心画素
の各中心画素について、上記近傍選択部が選択した複数の中心近傍画素のなかから、上記
増分算出部が算出した輝度増分が最も大きい中心近傍画素をそれぞれ選択して、複数の評
価増加画素とし、
　上記減少選択部は、上記処理装置を用いて、上記中心選択部が選択した複数の中心画素
の各中心画素について、上記近傍選択部が選択した複数の中心近傍画素のなかから、上記
増分算出部が算出した輝度増分が最も小さい中心近傍画素をそれぞれ選択して、複数の評
価減少画素とし、
　上記移動先候補抽出部は、上記処理装置を用いて、上記増加選択部が上記評価増加画素
として選択した回数に基づいて、上記複数の画素のうちから上記移動先候補画素を抽出し
、
　上記移動元候補抽出部は、上記処理装置を用いて、上記減少選択部が上記評価減少画素
として選択した回数に基づいて、上記複数の画素のうちから上記移動元候補画素を抽出す
ることを特徴とする請求項１乃至請求項４のいずれかに記載の移動目標検出装置。
【請求項６】
　上記移動目標検出装置は、更に、中心選択部と、近傍選択部と、第一評価値算出部と、
第二評価値算出部と、評価値差分算出部と、増加選択部と、減少選択部とを有し、
　上記中心選択部は、上記処理装置を用いて、上記二つの画像にともに含まれる複数の画
素のうち少なくともいずれか二以上の画素を選択して、複数の中心画素とし、
　上記近傍選択部は、上記処理装置を用いて、上記中心選択部が選択した複数の中心画素
の各中心画素について、上記中心画素の近傍に位置する複数の画素を選択して、複数の中
心近傍画素とし、
　上記第一評価値算出部は、上記処理装置を用いて、上記中心選択部が選択した複数の中
心画素の各中心画素について上記近傍選択部が選択した複数の中心近傍画素の各中心近傍
画素について、上記第一の画像における上記中心近傍画素の輝度から、上記第一の画像に
おける上記中心画素の輝度を差し引いた差をそれぞれ算出して、複数の第一輝度評価値と
し、
　上記第二評価値算出部は、上記処理装置を用いて、上記中心選択部が選択した複数の中
心画素の各中心画素について上記近傍選択部が選択した複数の中心近傍画素の各中心近傍
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画素について、上記第二の画像における上記中心近傍画素の輝度から、上記第二の画像に
おける上記中心画素の輝度を差し引いた差をそれぞれ算出して、複数の第二輝度評価値と
し、
　上記評価値差分算出部は、上記処理装置を用いて、上記中心選択部が選択した複数の中
心画素の各中心画素について上記近傍選択部が選択した複数の中心近傍画素の各中心近傍
画素について、上記第二評価値算出部が算出した第二輝度評価値から、上記第一評価値算
出部が算出した第一輝度評価値を差し引いた差をそれぞれ算出して、複数の評価値差分と
し、
　上記増加選択部は、上記処理装置を用いて、上記中心選択部が選択した複数の中心画素
の各中心画素について、上記近傍選択部が選択した複数の中心近傍画素のなかから、上記
評価値差分算出部が算出した評価値差分が最も大きい中心近傍画素をそれぞれ選択して、
複数の評価増加画素とし、
　上記減少選択部は、上記処理装置を用いて、上記中心選択部が選択した複数の中心画素
の各中心画素について、上記近傍選択部が選択した複数の中心近傍画素のなかから、上記
評価値差分算出部が算出した評価値差分が最も小さい中心近傍画素をそれぞれ選択して、
複数の評価減少画素とし、
　上記移動先候補抽出部は、上記処理装置を用いて、上記増加選択部が上記評価増加画素
として選択した回数に基づいて、上記複数の画素のうちから上記移動先候補画素を抽出し
、
　上記移動元候補抽出部は、上記処理装置を用いて、上記減少選択部が上記評価減少画素
として選択した回数に基づいて、上記複数の画素のうちから上記移動元候補画素を抽出す
ることを特徴とする請求項１乃至請求項４のいずれかに記載の移動目標検出装置。
【請求項７】
　上記移動目標検出装置は、更に、増加得票数算出部と、減少得票数算出部とを有し、
　上記増加得票数算出部は、上記処理装置を用いて、上記複数の画素の各画素について、
上記増加選択部が上記評価増加画素として選択した回数をそれぞれ算出して、複数の増加
得票数とし、
　上記減少得票数算出部は、上記処理装置を用いて、上記複数の画素の各画素について、
上記減少選択部が上記評価減少画素として選択した回数をそれぞれ算出して、複数の減少
得票数とし、
　上記移動先候補抽出部は、上記処理装置を用いて、上記増加得票数算出部が算出した複
数の増加得票数に基づいて、上記複数の画素のうちから上記移動先候補画素を抽出し、
　上記移動元候補抽出部は、上記処理装置を用いて、上記減少得票数算出部が算出した複
数の減少得票数に基づいて、上記複数の画素のうちから上記移動元候補画素を抽出するこ
とを特徴とする請求項５または請求項６のいずれかに記載の移動目標検出装置。
【請求項８】
　上記移動目標検出装置は、更に、得票数集計部を有し、
　上記得票数集計部は、上記処理装置を用いて、上記複数の画素の各画素について、上記
増加選択部が上記評価増加画素として選択した回数から、上記減少選択部が上記評価減少
画素として選択した回数を差し引いた差をそれぞれ算出して、複数の集計得票数とし、
　上記移動先候補抽出部は、上記処理装置を用いて、上記得票数集計部が算出した複数の
集計得票数に基づいて、上記複数の画素のうちから上記移動先候補画素を抽出し、
　上記移動元候補抽出部は、上記処理装置を用いて、上記得票数集計部が算出した複数の
集計得票数に基づいて、上記複数の画素のうちから上記移動元候補画素を抽出することを
特徴とする請求項５または請求項６に記載の移動目標検出装置。
【請求項９】
　上記移動目標検出装置は、更に、最大得票数記憶部と、得票率算出部とを有し、
　上記最大得票数記憶部は、上記記憶装置を用いて、上記複数の画素の各画素について、
上記複数の中心画素のうち、上記複数の中心近傍画素のなかに上記画素が含まれる中心画
素の数をそれぞれ記憶して、複数の最大得票数とし、
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　上記得票率算出部は、上記処理装置を用いて、上記複数の画素の各画素について、上記
得票数集計部が算出した集計得票数を上記最大得票数記憶部が記憶した最大得票数で割っ
た商をそれぞれ算出して、複数の得票率とし、
　上記移動先候補抽出部は、上記処理装置を用いて、上記得票率算出部が算出した複数の
得票率に基づいて、上記複数の画素のうちから上記移動先候補画素を抽出し、
　上記移動元候補抽出部は、上記処理装置を用いて、上記得票率算出部が算出した複数の
得票率に基づいて、上記複数の画素のうちから上記移動元候補画素を抽出することを特徴
とする請求項８に記載の移動目標検出装置。
【請求項１０】
　上記移動先候補抽出部は、上記処理装置を用いて、上記複数の画素のうちから、上記得
票率算出部が算出した得票率が所定の移動先閾値より大きい画素を抽出して、上記移動先
候補画素とし、
　上記移動元候補抽出部は、上記処理装置を用いて、上記複数の画素のうちから、上記得
票率算出部が算出した得票率が所定の移動先閾値より小さい画素を抽出して、上記移動元
候補画素とすることを特徴とする請求項９に記載の移動目標検出装置。
【請求項１１】
　上記移動目標検出装置は、更に、近接移動先候補抽出部と、近接移動元候補抽出部と、
近接目標抽出部とを有し、
　上記近接移動先候補抽出部は、上記処理装置を用いて、上記目標抽出部が抽出した目標
画素の近傍に位置する複数の目標近傍画素のうちから、上記得票率算出部が算出した得票
率が上記所定の移動先閾値よりも小さい近接移動先閾値より大きい画素を抽出して、近接
移動先候補画素とし、
　上記近接移動元候補抽出部は、上記処理装置を用いて、上記複数の目標近傍画素のうち
から、上記得票率算出部が算出した得票率が上記所定の移動元閾値よりも大きい近接移動
元閾値より小さい画素を抽出して、近接移動元候補画素とし、
　上記近接目標抽出部は、上記処理装置を用いて、上記近接移動先候補抽出部が抽出した
近接移動先候補画素のうちから、上記近接移動先候補画素の近傍に位置する複数の近接近
傍画素のなかに上記近接移動元候補抽出部が抽出した近接移動元候補画素が存在する近接
移動先候補画素を抽出して、目標画素とすることを特徴とする請求項１０に記載の移動目
標検出装置。
【請求項１２】
　上記近傍選択部は、上記処理装置を用いて、上記中心選択部が選択した複数の中心画素
の各中心画素について、上記中心画素を中心とする矩形範囲内の複数の画素を選択して、
上記複数の中心近傍画素とすることを特徴とする請求項５乃至請求項１１のいずれかに記
載の移動目標検出装置。
【請求項１３】
　上記近傍選択部は、上記処理装置を用いて、上記中心選択部が選択した複数の中心画素
の各中心画素について、上記中心画素からの距離が所定の画素数以内の複数の画素を選択
して、上記複数の中心近傍画素とすることを特徴とする請求項５乃至請求項１１のいずれ
かに記載の移動目標検出装置。
【請求項１４】
　上記中心選択部は、上記処理装置を用いて、上記複数の画素のうちから、上記複数の中
心近傍画素が上記画像内に収まる複数の画素を選択して、上記複数の中心画素とすること
を特徴とする請求項５乃至請求項１３のいずれかに記載の移動目標検出装置。
【請求項１５】
　上記移動目標検出装置は、更に、データを入力する入力装置と、画像入力部とを有し、
　上記画像入力部は、上記入力装置を用いて、所定の周期に一枚の割合で画像を表わす画
像データを入力し、
　上記画像記憶部は、上記記憶装置を用いて、上記画像入力部が入力した画像データを蓄
積して記憶し、記憶した画像データのうちの一つを上記第一の画像データとし、上記第一
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の画像データの次に上記画像入力部が入力して記憶した画像データを上記第二の画像デー
タとすることを特徴とする請求項１乃至請求項１４のいずれかに記載の移動目標検出装置
。
【請求項１６】
　上記移動目標検出装置は、更に、目標更新部を有し、
　上記増分算出部は、上記処理装置を用いて、上記画像入力部が画像を入力した場合に、
上記画像入力部が入力し上記画像記憶部が記憶した画像データのうち最新の画像データを
上記第二の画像データとし、上記画像入力部が入力し上記画像記憶部が記憶した画像デー
タのうち二番目に新しい画像データを上記第一の画像データとして、上記複数の輝度増分
を算出し、
　上記目標更新部は、上記処理装置を用いて、上記目標抽出部が前回抽出した目標画素の
うちから、上記目標抽出部が今回抽出した目標画素とペアとなる移動元候補画素のなかに
一致する画素がない目標画素を抽出することを特徴とする請求項１５に記載の移動目標検
出装置。
【請求項１７】
　請求項１乃至請求項１６のいずれかに記載の移動目標検出装置として、コンピュータを
機能させることを特徴とするコンピュータプログラム。
【請求項１８】
　データを記憶する記憶装置と、データを処理する処理装置とを有する移動目標検出装置
が、上記記憶装置が記憶した第一の画像を表わす第一の画像データと、第二の画像を表わ
す第二の画像データとに基づいて、移動する目標を検出する移動目標検出方法において、
　上記処理装置が、上記記憶装置が記憶した二つの画像データが表わす二つの画像に基づ
いて、上記画像に含まれる複数の画素のうちから輝度が増加した画素を抽出して、移動先
候補画素とし、
　上記処理装置が、上記記憶装置が記憶した二つの画像データが表わす二つの画像に基づ
いて、上記画像に含まれる複数の画素のうちから輝度が減少した画素を抽出して、移動元
候補画素とし、
　上記処理装置が、抽出した移動先候補画素と、抽出した移動元候補画素とに基づいて、
上記移動先候補画素のうちからペアとなる移動元候補画素が存在する画素を抽出して、目
標画素とすることを特徴とする移動目標検出方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、時系列的に連続した複数の画像に基づいて、移動する目標を検出する移動
目標検出装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、センサなどが撮影した画像に基づいて目標を検出する目標検出装置が存在する。
【特許文献１】特開平５－２６６１９１号公報
【特許文献２】特開平７－３３４６７３号公報
【特許文献３】特開２００６－３１９６０２号公報
【特許文献４】特開２００３－２９８９４９号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　従来の目標検出装置は、背景領域が所定の均一さを持つ場合や、目標の輝度レベルが背
景の輝度レベルに比べて十分大きい場合や、目標が写っている画素が周辺の画素と比較し
てピークとなる場合などに、目標を検出するものである。
　このため、背景領域に雲など複雑なものが写りこんでいる場合や、目標の輝度レベルが
背景の輝度レベルに比べてあまり大きくない場合に、目標を検出することは困難である。
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【０００４】
　この発明は、例えば、上記のような課題を解決するためになされたものであり、背景領
域に雲などの複雑なものが写っている場合や、目標の輝度レベルが背景の輝度レベルに比
べてあまり大きくない場合であっても、目標を検出できることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　この発明にかかる移動目標検出装置は、
　データを記憶する記憶装置と、データを処理する処理装置と、画像記憶部と、移動先候
補抽出部と、移動元候補抽出部と、目標抽出部とを有し、
　上記画像記憶部は、上記記憶装置を用いて、第一の画像を表わす第一の画像データと、
第二の画像を表わす第二の画像データとを記憶し、
　上記移動先候補抽出部は、上記処理装置を用いて、上記画像記憶部が記憶した二つの画
像データが表わす二つの画像に基づいて、上記画像に含まれる複数の画素のうちから輝度
が増加した画素を抽出して、移動先候補画素とし、
　上記移動元候補抽出部は、上記処理装置を用いて、上記画像記憶部が記憶した二つの画
像データが表わす二つの画像に基づいて、上記画像に含まれる複数の画素のうちから輝度
が減少した画素を抽出して、移動元候補画素とし、
　上記目標抽出部は、上記処理装置を用いて、上記移動先候補抽出部が抽出した移動先候
補画素と、上記移動元候補抽出部が抽出した移動元候補画素とに基づいて、上記移動先候
補画素のうちからペアとなる移動元候補画素が存在する画素を抽出して、目標画素とする
ことを特徴とする。
【発明の効果】
【０００６】
　この発明にかかる移動目標検出装置によれば、例えば、移動先候補抽出部１５２が抽出
した移動先候補画素のなかから、ペアとなる移動元候補画素が存在する移動先候補画素を
、目標抽出部１５３が抽出して目標画素とするので、移動により写っている画素が変化し
た目標を検出できるという効果を奏する。このとき、点滅欠陥画素などの欠陥画素は、ペ
アとなる画素が存在しないので、検出されない。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００７】
　実施の形態１．
　実施の形態１について、図１～図１４を用いて説明する。
【０００８】
　図１は、この実施の形態における移動目標検出システム８００の全体構成の一例を示す
システム構成図である。
　移動目標検出システム８００は、航空機などの移動体７０１を観測し、観測した目標の
位置を検出するシステムである。
　移動目標検出システム８００は、センサ８１０、移動目標検出装置１００、検出結果表
示装置８２０を有する。
【０００９】
　センサ８１０は、例えばレーダやカメラなどである。センサ８１０は、定期的に、所定
の範囲を観測し、観測した結果を二次元画像とする。センサ８１０が観測した結果を示す
二次元画像は、例えば、縦Ｍ行横Ｎ列の画素から構成される。各画素は、センサ８１０が
観測した範囲内の所定の微小範囲における観測の強度（以下「輝度」と呼ぶ。）を表わす
。センサ８１０は、観測結果を示す二次元画像を表わすデータ（以下「画像データ」と呼
ぶ。）を出力する。画像データは、各画素の輝度を表わすデータ（以下「輝度データ」と
呼ぶ。）を含む。
　移動目標検出装置１００は、センサ８１０が観測した時系列の複数の二次元画像に基づ
いて、移動体７０１を検出する。センサ８１０が観測した結果を示す二次元画像上におい
て、移動体７０１は、非常に小さく写っていて、例えば、一画素程度の大きさである。ま
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た、センサ８１０が観測した結果を示す二次元画像には、移動体７０１のほか、雲７０６
など複雑な背景が写りこんでいる場合がある。移動目標検出装置１００は、二次元画像に
写っている雲７０６などの背景から、移動体７０１が写っている画素を分離して、識別す
る。
　検出結果表示装置８２０は、移動目標検出装置１００が検出した結果を表示する。例え
ば、検出結果表示装置８２０は、センサ８１０が出力した画像データに基づいて、背景７
１６を含む二次元画像を表示し、その上に、移動目標検出装置１００が検出した結果に基
づいて、目標画素７１１を強調する矢印などの強調表示７２１を重ねて表示する。
【００１０】
　図２は、この実施の形態における移動目標検出装置１００の外観の一例を示す図である
。
　移動目標検出装置１００は、システムユニット９１０、ＣＲＴ（Ｃａｔｈｏｄｅ・Ｒａ
ｙ・Ｔｕｂｅ）やＬＣＤ（液晶）の表示画面を有する表示装置９０１、キーボード９０２
（Ｋｅｙ・Ｂｏａｒｄ：Ｋ／Ｂ）、マウス９０３、ＦＤＤ９０４（Ｆｌｅｘｉｂｌｅ・Ｄ
ｉｓｋ・Ｄｒｉｖｅ）、コンパクトディスク装置９０５（ＣＤＤ）、プリンタ装置９０６
、スキャナ装置９０７などのハードウェア資源を備え、これらはケーブルや信号線で接続
されている。
　システムユニット９１０は、コンピュータであり、ファクシミリ機９３２、電話器９３
１とケーブルで接続され、また、ローカルエリアネットワーク９４２（ＬＡＮ）、ゲート
ウェイ９４１を介してインターネット９４０に接続されている。
【００１１】
　図３は、この実施の形態における移動目標検出装置１００のハードウェア資源の一例を
示す図である。
　移動目標検出装置１００は、プログラムを実行するＣＰＵ９１１（Ｃｅｎｔｒａｌ・Ｐ
ｒｏｃｅｓｓｉｎｇ・Ｕｎｉｔ、中央処理装置、処理装置、演算装置、マイクロプロセッ
サ、マイクロコンピュータ、プロセッサともいう）を備えている。ＣＰＵ９１１は、バス
９１２を介してＲＯＭ９１３、ＲＡＭ９１４、通信装置９１５、表示装置９０１、キーボ
ード９０２、マウス９０３、ＦＤＤ９０４、ＣＤＤ９０５、プリンタ装置９０６、スキャ
ナ装置９０７、磁気ディスク装置９２０と接続され、これらのハードウェアデバイスを制
御する。磁気ディスク装置９２０の代わりに、光ディスク装置、メモリカード読み書き装
置などの記憶装置でもよい。
　ＲＡＭ９１４は、揮発性メモリの一例である。ＲＯＭ９１３、ＦＤＤ９０４、ＣＤＤ９
０５、磁気ディスク装置９２０の記憶媒体は、不揮発性メモリの一例である。これらは、
記憶装置あるいは記憶部の一例である。
　通信装置９１５、キーボード９０２、スキャナ装置９０７、ＦＤＤ９０４などは、入力
部、入力装置の一例である。
　また、通信装置９１５、表示装置９０１、プリンタ装置９０６などは、出力部、出力装
置の一例である。
【００１２】
　通信装置９１５は、ファクシミリ機９３２、電話器９３１、ＬＡＮ９４２等に接続され
ている。通信装置９１５は、ＬＡＮ９４２に限らず、インターネット９４０、ＩＳＤＮ等
のＷＡＮ（ワイドエリアネットワーク）などに接続されていても構わない。インターネッ
ト９４０或いはＩＳＤＮ等のＷＡＮに接続されている場合、ゲートウェイ９４１は不用と
なる。
　磁気ディスク装置９２０には、オペレーティングシステム９２１（ＯＳ）、ウィンドウ
システム９２２、プログラム群９２３、ファイル群９２４が記憶されている。プログラム
群９２３のプログラムは、ＣＰＵ９１１、オペレーティングシステム９２１、ウィンドウ
システム９２２により実行される。
【００１３】
　上記プログラム群９２３には、以下に述べる実施の形態の説明において「～部」として
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説明する機能を実行するプログラムが記憶されている。プログラムは、ＣＰＵ９１１によ
り読み出され実行される。
　ファイル群９２４には、以下に述べる実施の形態の説明において、「～の判定結果」、
「～の計算結果」、「～の処理結果」として説明する情報やデータや信号値や変数値やパ
ラメータが、「～ファイル」や「～データベース」の各項目として記憶されている。「～
ファイル」や「～データベース」は、ディスクやメモリなどの記録媒体に記憶される。デ
ィスクやメモリになどの記憶媒体に記憶された情報やデータや信号値や変数値やパラメー
タは、読み書き回路を介してＣＰＵ９１１によりメインメモリやキャッシュメモリに読み
出され、抽出・検索・参照・比較・演算・計算・処理・出力・印刷・表示などのＣＰＵの
動作に用いられる。抽出・検索・参照・比較・演算・計算・処理・出力・印刷・表示のＣ
ＰＵの動作の間、情報やデータや信号値や変数値やパラメータは、メインメモリやキャッ
シュメモリやバッファメモリに一時的に記憶される。
　また、以下に述べる実施の形態の説明において説明するフローチャートの矢印の部分は
主としてデータや信号の入出力を示し、データや信号値は、ＲＡＭ９１４のメモリ、ＦＤ
Ｄ９０４のフレキシブルディスク、ＣＤＤ９０５のコンパクトディスク、磁気ディスク装
置９２０の磁気ディスク、その他光ディスク、ミニディスク、ＤＶＤ（Ｄｉｇｉｔａｌ・
Ｖｅｒｓａｔｉｌｅ・Ｄｉｓｋ）等の記録媒体に記録される。また、データや信号は、バ
ス９１２や信号線やケーブルその他の伝送媒体によりオンライン伝送される。
【００１４】
　また、以下に述べる実施の形態の説明において「～部」として説明するものは、「～回
路」、「～装置」、「～機器」であってもよく、また、「～ステップ」、「～手順」、「
～処理」であってもよい。すなわち、「～部」として説明するものは、ＲＯＭ９１３に記
憶されたファームウェアで実現されていても構わない。或いは、ソフトウェアのみ、或い
は、素子・デバイス・基板・配線などのハードウェアのみ、或いは、ソフトウェアとハー
ドウェアとの組み合わせ、さらには、ファームウェアとの組み合わせで実施されても構わ
ない。ファームウェアとソフトウェアは、プログラムとして、磁気ディスク、フレキシブ
ルディスク、光ディスク、コンパクトディスク、ミニディスク、ＤＶＤ等の記録媒体に記
憶される。プログラムはＣＰＵ９１１により読み出され、ＣＰＵ９１１により実行される
。すなわち、プログラムは、以下に述べる「～部」としてコンピュータを機能させるもの
である。あるいは、以下に述べる「～部」の手順や方法をコンピュータに実行させるもの
である。
【００１５】
　図４は、この実施の形態における移動目標検出装置１００の機能ブロックの構成の一例
を示すブロック構成図である。
　移動目標検出装置１００は、画像入力部１１１、画像記憶部１１２、パラメータ入力部
１２１、近傍距離記憶部１２２、移動元閾値記憶部１２３、移動先閾値記憶部１２４、判
定距離記憶部１２５、近接移動元閾値記憶部１２６、近接移動先閾値記憶部１２７、近接
判定距離記憶部１２８、中心選択部１３１、近傍選択部１３８、増分算出部１３２、増加
選択部１３３、増加得票数算出部１３４、減少選択部１３５、減少得票数算出部１３６、
得票数集計部１３７、最大得票数算出部１４１、最大得票数記憶部１４２、得票率算出部
１４３、移動元候補抽出部１５１、移動先候補抽出部１５２、目標抽出部１５３、近接移
動元候補抽出部１６１、近接移動先候補抽出部１６２、近接目標抽出部１６３、目標更新
部１７１、目標記憶部１７２、目標出力部１７３を有する。
【００１６】
　パラメータ入力部１２１は、キーボード９０２などを用いて、移動目標を検出する感度
などを決定するパラメータを入力する。パラメータ入力部１２１が入力するパラメータに
は、例えば、近傍距離、移動元閾値、移動先閾値、判定距離、近接移動元閾値、近接移動
先閾値、近接判定距離などがある。パラメータ入力部１２１は、ＣＰＵ９１１を用いて、
入力したパラメータを表わすデータを出力する。
【００１７】
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　近傍距離とは、中心近傍範囲を決定するための画素数をいう。中心近傍範囲とは、セン
サ８１０が生成する二次元画像を構成する複数の画素のうち、ある画素（中心画素）の近
傍である複数の画素から構成される範囲をいう。例えば、中心近傍範囲は、中心画素を中
心とする矩形状の範囲であり、近傍距離は、中心近傍範囲の一辺の画素数を表わす。ある
いは、中心近傍範囲は、中心画素を中心とする円状の範囲であり、近傍距離は、中心近傍
範囲の直径を表わす。パラメータ入力部１２１は、ＣＰＵ９１１を用いて、入力した近傍
距離を表わすデータ（以下「近傍距離データ」と呼ぶ。）を出力する。近傍距離記憶部１
２２は、ＣＰＵ９１１を用いて、パラメータ入力部１２１が出力した近傍距離データを入
力し、磁気ディスク装置９２０を用いて、記憶する。
【００１８】
　移動元閾値とは、移動元候補画素を判定するための閾値をいう。移動元候補画素とは、
時系列的に前後する二枚の二次元画像のうち、前の画像において、目標が写っている可能
性があると判定された画素である。パラメータ入力部１２１は、ＣＰＵ９１１を用いて、
入力した移動元閾値を表わすデータ（以下「移動元閾値データ」と呼ぶ。）を出力する。
移動元閾値記憶部１２３は、ＣＰＵ９１１を用いて、パラメータ入力部１２１が出力した
移動元閾値データを入力し、磁気ディスク装置９２０を用いて、記憶する。
【００１９】
　移動先閾値とは、移動先候補画素を判定するための閾値をいう。移動先候補画素とは、
時系列的に前後する二枚の二次元画像のうち、後の画像において、目標が写っている可能
性があると判定された画素である。パラメータ入力部１２１は、ＣＰＵ９１１を用いて、
入力した移動先閾値を表わすデータ（以下「移動先閾値データ」と呼ぶ。）を出力する。
移動先閾値記憶部１２４は、ＣＰＵ９１１を用いて、パラメータ入力部１２１が出力した
移動先閾値データを入力し、磁気ディスク装置９２０を用いて、記憶する。
【００２０】
　判定距離とは、移動元候補画素と移動先候補画素とのペアを判定するための画素数をい
う。例えば、移動元候補画素と移動先候補画素との間の、画像上における直線距離が判定
距離以下の画素数である場合、移動元候補画素と移動先候補画素とがペアであると判定さ
れる。あるいは、移動元候補画素と移動先候補画素との間の、画像上における行方向及び
列方向がともに判定距離以下の画素数である場合、移動元候補画素と移動先候補画素とが
ペアであると判定される。パラメータ入力部１２１は、ＣＰＵ９１１を用いて、入力した
判定距離を表わすデータ（以下「判定距離データ」と呼ぶ。）を出力する。判定距離記憶
部１２５は、ＣＰＵ９１１を用いて、パラメータ入力部１２１が出力した判定距離データ
を入力し、磁気ディスク装置９２０を用いて、記憶する。
【００２１】
　近接移動元閾値とは、近接移動元候補画素を判定するための閾値をいう。近接移動元候
補画素とは、他の目標と近接しているため、移動元閾値を用いた判定では目標が写ってい
る可能性があると判定されないが、より詳しく検出することにより、目標が写っている可
能性があると判定される画素である。パラメータ入力部１２１は、ＣＰＵ９１１を用いて
、近接移動元閾値を表わすデータ（以下「近接移動元閾値データ」と呼ぶ。）を出力する
。近接移動元閾値記憶部１２６は、ＣＰＵ９１１を用いて、パラメータ入力部１２１が出
力した近接移動元閾値データを入力し、磁気ディスク装置９２０を用いて、記憶する。
【００２２】
　近接移動先閾値とは、近接移動先候補画素を判定するための閾値をいう。近接移動先候
補画素とは、他の目標と近接しているため、移動先閾値を用いた判定では目標が写ってい
る可能性があると判定されないが、より詳しく検出することにより、目標が写っている可
能性があると判定される画素である。パラメータ入力部１２１は、ＣＰＵ９１１を用いて
、近接移動先閾値を表わすデータ（以下「近接移動先閾値データ」と呼ぶ。）を出力する
。近接移動先閾値記憶部１２７は、ＣＰＵ９１１を用いて、パラメータ入力部１２１が出
力した近接移動先閾値データを入力し、磁気ディスク装置９２０を用いて、記憶する。
【００２３】
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　近接判定距離とは、近接移動元候補画素と近接移動先候補画素とのペアを判定するため
の画素数をいい、判定距離と同様である。パラメータ入力部１２１は、ＣＰＵ９１１を用
いて、入力した近接判定距離を表わすデータ（以下「近接判定距離データ」と呼ぶ。）を
出力する。近接判定距離記憶部１２８は、ＣＰＵ９１１を用いて、パラメータ入力部１２
１が出力した近接判定距離データを入力し、磁気ディスク装置９２０を用いて、入力した
近接判定距離データを記憶する。なお、近接判定距離は、判定距離と同じでもよく、その
場合、近接判定距離記憶部１２８は、判定距離記憶部１２５が兼ねることとしてもよい。
【００２４】
　中心選択部１３１は、ＣＰＵ９１１を用いて、センサ８１０が生成する二次元画像を構
成する複数の画素のうちから、少なくとも一部の複数の画素を選択して、中心画素とする
。この実施の形態において、中心選択部１３１は、ＣＰＵ９１１を用いて、近傍距離記憶
部１２２が記憶した近傍距離データを入力し、入力した近傍距離データに基づいて、中心
近傍範囲が二次元画像のなかに収まる画素すべてを選択して、中心画素とする。すなわち
、中心近傍範囲が、中心画素を中心とし、近傍距離Ｌ１を一辺とする矩形範囲である場合
や近傍距離Ｌ１を直径とする円形範囲である場合なら、中心選択部１３１は、ＣＰＵ９１
１を用いて、二次元画像の端からＬ１／２－１画素以上離れた画素を、中心画素として選
択する。中心選択部１３１は、ＣＰＵ９１１を用いて、選択した中心画素を表わすデータ
（以下「中心画素データ」と呼ぶ。）を出力する。
　なお、中心選択部１３１は、二次元画像を構成する画素すべてを、中心画素として選択
してもよく、その場合、中心選択部１３１はなくてもよい。
【００２５】
　近傍選択部１３８は、ＣＰＵ９１１を用いて、中心選択部１３１が選択した複数の中心
画素のそれぞれについて、その中心画素の中心近傍範囲内に位置する画素（以下「中心近
傍画素」と呼ぶ。）を選択する。近傍選択部１３８は、ＣＰＵ９１１を用いて、近傍距離
記憶部１２２が記憶した近傍距離データと、中心選択部１３１が出力した中心画素データ
とを入力し、入力した近傍距離データと中心画素データとに基づいて、中心画素データが
表わす中心画素を中心とし、近傍距離データが表わす近傍距離Ｌ１を一辺あるいは直径と
する中心近傍範囲のなかに含まれる中心近傍画素を選択する。近傍選択部１３８は、ＣＰ
Ｕ９１１を用いて、それぞれの中心画素について選択した中心近傍画素を表わすデータ（
以下「近傍画素データ」」と呼ぶ。）を出力する。
【００２６】
　最大得票数算出部１４１は、ＣＰＵ９１１を用いて、近傍選択部１３８が出力した近接
画素データを入力する。最大得票数算出部１４１は、ＣＰＵ９１１を用いて、入力した近
接画素データに基づいて、二次元画像を構成する各画素について、最大得票数を算出する
。最大得票数とは、その画素を中心近傍範囲のなかに含む中心画素の数をいう。最大得票
数算出部１４１は、ＣＰＵ９１１を用いて、それぞれの画素について算出した最大得票数
を表わすデータ（以下「最大得票数データ」と呼ぶ。）を出力する。最大得票数記憶部１
４２は、ＣＰＵ９１１を用いて、最大得票数算出部１４１が出力した最大得票数データを
入力し、磁気ディスク装置９２０を用いて、記憶する。
【００２７】
　画像入力部１１１は、通信装置９１５を用いて、センサ８１０が出力した画像データを
定期的に入力する。画像入力部１１１は、ＣＰＵ９１１を用いて、入力した画像データを
出力する。
　画像記憶部１１２は、ＣＰＵ９１１を用いて、画像入力部１１１が出力した画像データ
を定期的に入力する。画像記憶部１１２は、磁気ディスク装置９２０を用いて、入力した
画像データを蓄積して記憶する。画像記憶部１１２は、少なくとも、最新の画像データと
二番目に新しい画像データとの二つを保持する。
【００２８】
　増分算出部１３２は、ＣＰＵ９１１を用いて、画像記憶部１１２が記憶した画像データ
のなかから、二つの画像データを入力する。増分算出部１３２は、ＣＰＵ９１１を用いて
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、入力した二つの画像データに基づいて、二つの画像データが表わす二つの画像に含まれ
る複数の画素の各画素について、二つの画像データのうち時系列的に後の画像データ（以
下「第二の画像データ」と呼ぶ。）が表わす画像（以下「第二の画像」と呼ぶ。）におけ
る輝度から、二つの画像データのうち時系列的に前の画像データ（以下「第一の画像デー
タ」と呼ぶ。）が表わす画像（以下「第一の画像」と呼ぶ。）における輝度を差し引いた
差（以下「輝度増分」と呼ぶ。）を算出する。増分算出部１３２は、ＣＰＵ９１１を用い
て、それぞれの画素について算出した輝度増分を表わすデータ（以下「輝度増分データ」
と呼ぶ。）を出力する。
【００２９】
　目標が写っている画素は、他の画素よりも輝度が高いが、背景が複雑な場合、一定の閾
値で判定しても、目標が写っている画素を判別できない。
　第一の画像と第二の画像とを比較して、目標の移動により目標が写っている画素が変化
した場合、第一の画像で目標が写っていた画素の輝度は減少し、第二の画像で目標が写っ
ている画素の輝度は増加する。そこで、増分算出部１３２が算出した輝度増分に基づいて
、目標が写っている画素を判別する。
【００３０】
　増加選択部１３３は、ＣＰＵ９１１を用いて、近傍選択部１３８が出力した近傍画素デ
ータと、増分算出部１３２が出力した輝度増分データとを入力する。増加選択部１３３は
、ＣＰＵ９１１を用いて、入力した近傍画素データと輝度増分データとに基づいて、中心
選択部１３１が選択した複数の中心画素の各中心画素について、近傍画素データが表わす
中心近傍画素のなかで最も輝度増分が大きい画素（以下「評価増加画素」と呼ぶ。）を求
める。増加選択部１３３は、ＣＰＵ９１１を用いて、それぞれの中心画素について、求め
た評価増加画素を表わすデータ（以下「評価増加画素データ」と呼ぶ。）を出力する。
【００３１】
　増加得票数算出部１３４は、ＣＰＵ９１１を用いて、増加選択部１３３が出力した評価
増加画素データを入力する。増加得票数算出部１３４は、ＣＰＵ９１１を用いて、入力し
た評価増加画素データに基づいて、二つの画像に含まれる複数の画素の各画素について、
評価増加画素として選択された回数（以下「増加得票数」と呼ぶ。）を算出する。増加得
票数算出部１３４は、ＣＰＵ９１１を用いて、それぞれの画素について、算出した増加得
票数を表わすデータ（以下「増加得票数データ」と呼ぶ。）を出力する。
【００３２】
　減少選択部１３５は、ＣＰＵ９１１を用いて、近傍選択部１３８が出力した近傍画素デ
ータと、増分算出部１３２が出力した輝度増分データとを入力する。減少選択部１３５は
、ＣＰＵ９１１を用いて、入力した近傍画素データと輝度増分データとに基づいて、中心
選択部１３１が選択した複数の中心画素の各中心画素について、近傍画素データが表わす
中心近傍画素のなかで最も輝度増分が小さい（すなわち、輝度の減少幅が最も大きい）画
素（以下「評価減少画素」と呼ぶ。）を求める。減少選択部１３５は、ＣＰＵ９１１を用
いて、それぞれの中心画素について、求めた評価減少画素を表わすデータ（以下「評価減
少画素データ」と呼ぶ。）を出力する。
【００３３】
　減少得票数算出部１３６は、ＣＰＵ９１１を用いて、減少選択部１３５が出力した評価
減少画素データを入力する。減少得票数算出部１３６は、ＣＰＵ９１１を用いて、入力し
た評価減少画素データに基づいて、二つの画像に含まれる複数の画素の各画素について、
評価減少画素として選択された回数（以下「減少得票数」と呼ぶ。）を算出する。減少得
票数算出部１３６は、ＣＰＵ９１１を用いて、それぞれの画素について、算出した減少得
票数を表わすデータ（以下「減少得票数データ」と呼ぶ。）を出力する。
【００３４】
　目標が写っている画像の背景が複雑な場合、目標が写っていない画素についても、輝度
の増加あるいは減少が起こり得る。そこで、ある画素を中心とした近傍の範囲内で、最も
輝度が増加／減少した画素を、目標が写っている／写っていた画素であると推定し、それ
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以外は背景であると推定する。
　この推定方法は、範囲の取り方によって、推定結果が異なる可能性がある。そこで、中
心画素を複数選択し、範囲の取り方が違う複数の推定結果を集計することにより、推定結
果の信頼性を高める。
【００３５】
　得票数集計部１３７は、ＣＰＵ９１１を用いて、増加得票数算出部１３４が出力した増
加得票数データと、減少得票数算出部１３６が出力した減少得票数データとを入力する。
得票数集計部１３７は、入力した増加得票数データと減少得票数データとに基づいて、二
つの画像に含まれる複数の画素の各画素について、増加得票数データが表わす増加得票数
から、減少得票数データが表わす減少得票数を差し引いた差（以下「集計得票数」と呼ぶ
。）を算出する。得票数集計部１３７は、ＣＰＵ９１１を用いて、それぞれの画素につい
て、算出した集計得票数を表わすデータ（以下「集計得票数データ」と呼ぶ。）を出力す
る。集計得票数は、増加得票数のほうが減少得票数よりも大きければ正の値となり、逆に
、減少得票数のほうが増加得票数よりも大きければ負の値となり、増加得票数と減少得票
数とが等しければ（多くの場合、両方とも０）、０になる。
【００３６】
　得票率算出部１４３は、ＣＰＵ９１１を用いて、最大得票数記憶部１４２が記憶した最
大得票数データと、得票数集計部１３７が出力した集計得票数データとを入力する。得票
率算出部１４３は、ＣＰＵ９１１を用いて、入力した最大得票数データと、集計得票数デ
ータとに基づいて、二つの画像に含まれる複数の画素の各画素について、集計得票数デー
タが表わす集計得票数を、最大得票数データが表わす最大得票数で割った商（以下「得票
率」と呼ぶ。）を算出する。得票率算出部１４３は、ＣＰＵ９１１を用いて、それぞれの
画素について、算出した得票率を表わすデータ（以下「得票率データ」と呼ぶ。）を出力
する。
【００３７】
　範囲の取り方が違う複数の推定結果を集計するにあたり、画像の中央に位置する画素と
、画像の端に位置する画素とでは中心近傍範囲に入る回数が異なるので、集計得票数をそ
のまま比較するよりも、得票率を比較するほうが、（特に画像の端に近い画素について）
推定結果の信頼性が高まる。
　なお、画像の端に位置する画素について目標が写っている画素の検出をしない場合には
、集計得票数をそのまま比較してもよい。その場合、最大得票数算出部１４１、最大得票
数記憶部１４２、得票率算出部１４３はなくてよい。また、集計得票数を比較するのでは
なく、増加得票数・減少得票数をそのまま比較してもよい。その場合、得票数集計部１３
７もなくてよい。
【００３８】
　移動元候補抽出部１５１は、ＣＰＵ９１１を用いて、移動元閾値記憶部１２３が記憶し
た移動元閾値データと、得票率算出部１４３が出力した得票率データとを入力する。移動
元候補抽出部１５１は、ＣＰＵ９１１を用いて、入力した移動元閾値データと、得票率デ
ータとに基づいて、二つの画像に含まれる複数の画素の各画素について、得票率データが
表わす得票率と、移動元閾値データが表わす移動元閾値とを比較して、得票率が移動元閾
値より小さい場合、その画素を移動元候補画素とする。この例において、移動元閾値は、
－１超０未満の数であり、例えば－０．５である。移動元候補抽出部１５１は、ＣＰＵ９
１１を用いて、抽出した移動元候補画素を表わすデータ（以下「移動元候補画素データ」
と呼ぶ。）を出力する。
【００３９】
　移動先候補抽出部１５２は、ＣＰＵ９１１を用いて、移動先閾値記憶部１２４が記憶し
た移動先閾値データと、得票率算出部１４３が出力した得票率データとを入力する。移動
先候補抽出部１５２は、ＣＰＵ９１１を用いて、入力した移動先閾値データと、得票率デ
ータとに基づいて、二つの画像に含まれる複数の画素の各画素について、得票率データが
表わす得票率と、移動先閾値データが表わす移動先閾値とを比較して、得票率が移動先閾
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値より大きい場合、その画素を移動元候補画素とする。この例において、移動先閾値は、
０超１未満の数であり、例えば０．５である。移動先候補抽出部１５２は、ＣＰＵ９１１
を用いて、抽出した移動先候補画素を表わすデータ（以下「移動先候補画素データ」と呼
ぶ。）を出力する。
【００４０】
　目標抽出部１５３は、ＣＰＵ９１１を用いて、移動元候補抽出部１５１が出力した移動
元候補データと、移動先候補抽出部１５２が出力した移動先候補データと、判定距離記憶
部１２５が記憶した判定距離データとを入力する。目標抽出部１５３は、ＣＰＵ９１１を
用いて、入力した移動元候補データと、移動先候補データと、判定距離データとに基づい
て、移動先候補データが表わす移動先候補画素のなかから、ペアとなる移動元候補画素が
、移動元候補データが表わす移動元候補画素のなかにある移動先候補画素を抽出して、目
標画素とする。目標抽出部１５３は、ＣＰＵ９１１を用いて、抽出した目標画素を表わす
データ（以下「目標画素データ」と呼ぶ。）を出力する。
　ペアとなる移動元候補画素がある移動先候補画素とは、移動先候補画素を中心とする候
補近傍範囲内の画素（以下「候補近傍画素」と呼ぶ。）のなかに移動元候補画素がある移
動先候補画素をいう。候補近傍範囲とは、判定距離Ｌ２によって定まる範囲である。例え
ば、候補近傍範囲は、移動先候補画素を中心とする、一辺が判定距離Ｌ２の矩形範囲であ
る。あるいは、候補近傍範囲は、移動先候補画素を中心とする、直径が判定距離Ｌ２の円
形範囲である。
【００４１】
　輝度の増加／減少に基づいて、目標が写っている／写っていた画素を判別する場合、欠
陥画素を、目標が写っている／写っていた画素と判別する可能性がある。欠陥画素とは、
センサ８１０の故障などの原因により、目標が写っているか否かとは関係ない輝度を持つ
画素のことである。欠陥画素のうち、常に一定の輝度を持つ画素は、輝度増分が０なので
、目標画素と誤認する可能性はないが、ランダムな輝度を持つ画素（点滅欠陥画素）は、
輝度が変化するので、目標画素と誤認する可能性がある。
　目標の移動により目標が写っている画素が変化した場合、輝度が増加する画素と輝度が
減少する画素とがペアとなる。これに対し、点滅欠陥画素は、輝度が増加あるいは減少す
る画素として判別されるが、ペアになる画素が存在しない。そこで、目標抽出部１５３は
、ペアになる移動元候補画素がある移動先候補画素だけを目標画素として抽出し、ペアに
なる移動元候補画素がない移動先候補画素は目標画素として抽出しない。
【００４２】
　近接移動元候補抽出部１６１は、ＣＰＵ９１１を用いて、近接移動元閾値記憶部１２６
が記憶した近接移動元閾値データと、得票率算出部１４３が出力した得票率データとを入
力する。近接移動元候補抽出部１６１は、ＣＰＵ９１１を用いて、入力した近接移動元閾
値データと、得票率データとに基づいて、二つの画像に含まれる複数の画素の各画素につ
いて、得票率データが表わす得票率と、近接移動元閾値データが表わす近接移動元閾値と
を比較して、得票率が近接移動元閾値より小さい場合、その画素を近接移動元候補画素と
する。この例において、近接移動元閾値は、移動元閾値超、０未満の数であり、例えば－
０．２である。近接移動元候補抽出部１６１は、ＣＰＵ９１１を用いて、抽出した近接移
動元候補画素を表わすデータ（以下「近接移動元候補画素データ」と呼ぶ。）を出力する
。
【００４３】
　近接移動先候補抽出部１６２は、ＣＰＵ９１１を用いて、近接移動先閾値記憶部１２７
が記憶した近接移動先閾値データと、得票率算出部１４３が出力した得票率データとを入
力する。近接移動先候補抽出部１６２は、ＣＰＵ９１１を用いて、入力した近接移動先閾
値データと、得票率データとに基づいて、二つの画像に含まれる複数の画素の各画素につ
いて、得票率データが表わす得票率と、近接移動先閾値データが表わす近接移動先閾値と
を比較して、得票率が近接移動先閾値より大きい場合、その画素を近接移動元候補画素と
する。この例において、近接移動先閾値は、０超、移動先閾値未満の数であり、例えば０
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．２である。近接移動先候補抽出部１６２は、ＣＰＵ９１１を用いて、抽出した近接移動
先候補画素を表わすデータ（以下「近接移動先候補画素データ」と呼ぶ。）を出力する。
【００４４】
　近接目標抽出部１６３は、ＣＰＵ９１１を用いて、目標抽出部１５３が出力した目標が
素データと、近接移動元候補抽出部１６１が出力した移動元候補データと、近接移動先候
補抽出部１６２が出力した近接移動先候補データと、近接判定距離記憶部１２８が記憶し
た近接判定距離データとを入力する。近接目標抽出部１６３は、ＣＰＵ９１１を用いて、
入力した近接移動元候補データと、近接移動先候補データと、近接判定距離データと、目
標画素データとに基づいて、近接移動先候補データが表わす近接移動先候補画素のなかか
ら、目標画素データが表わす目標画素の近傍にあり、ペアとなる近接移動元候補画素が、
近接移動元候補データが表わす近接移動元候補画素のなかにある近接移動先候補画素を抽
出して、目標画素とする。近接目標抽出部１６３は、ＣＰＵ９１１を用いて、抽出した目
標画素を表わす目標画素データを出力する。
　目標画素の近傍にある近接移動先候補画素とは、目標画素を中心画素とした場合におけ
る中心近傍範囲のなかにある近接移動先候補画素をいう。また、ペアとなる近接移動元候
補画素がある近接移動先画素とは、近接移動先候補画素を中心とする近接候補近傍範囲内
に近接移動元候補画素がある近接移動先候補画素をいう。近接候補近傍範囲とは、近接判
定距離Ｌ３によって定まる範囲である。
【００４５】
　複数の目標画素が近接している場合、輝度増分が大きい目標画素に得票が集中し、輝度
増分が小さい目標画素は、移動先閾値を超える得票を得ることができない場合がある。移
動元候補画素についても同様である。そのため、目標抽出部１５３が抽出した目標画素の
近傍についてのみ閾値を下げて、もう一度、移動先候補画素および移動元候補画素の抽出
を行う。これにより、近接した複数の目標画素を抽出することができる。
【００４６】
　目標更新部１７１は、ＣＰＵ９１１を用いて、目標抽出部１５３が出力した目標画素デ
ータと、近接目標抽出部１６３が出力した目標画素データとを入力する。目標更新部１７
１は、ＣＰＵ９１１を用いて、入力した目標画素データを、目標記憶部１７２に対して出
力する。目標記憶部１７２は、ＣＰＵ９１１を用いて、目標更新部１７１が出力した目標
画素データを入力し、磁気ディスク装置９２０を用いて、入力した目標画素データを記憶
する。
【００４７】
　目標出力部１７３は、ＣＰＵ９１１を用いて、目標記憶部１７２が記憶した目標画素デ
ータを入力する。目標出力部１７３は、通信装置９１５を用いて、入力した目標画素デー
タを出力する。
【００４８】
　図５は、この実施の形態における移動目標検出装置１００が、移動目標を検出する移動
目標検出処理の流れの一例を示すフローチャート図である。
【００４９】
　初期設定処理Ｓ５１０において、移動目標検出装置１００は、パラメータの入力などの
初期設定をする。
　得票率算出処理Ｓ５２０において、移動目標検出装置１００は、新たな画像データを入
力し、入力した画像データに基づいて、得票率を算出する。
　目標抽出処理Ｓ５６０において、移動目標検出装置１００は、得票率算出処理Ｓ５２０
で算出した得票率に基づいて、目標画素を抽出する。
　近接目標抽出処理Ｓ５７０において、移動目標検出装置１００は、目標抽出処理Ｓ５６
０で抽出した目標画素に近接した目標画素を抽出する。
　目標出力処理Ｓ５８０において、移動目標検出装置１００は、目標抽出処理Ｓ５６０あ
るいは近接目標抽出処理Ｓ５７０で抽出した目標画素を出力する。
　その後、得票率算出処理Ｓ５２０に戻り、次の画像データを処理する。
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【００５０】
　図６は、この実施の形態における移動目標検出装置１００が、移動目標検出処理の初期
設定をする初期設定処理Ｓ５１０の流れの一例を示すフローチャート図である。
【００５１】
　パラメータ入力工程Ｓ５１１において、パラメータ入力部１２１は、キーボード９０２
などを用いて、近傍距離・移動元閾値・移動先閾値・判定距離・近接移動元閾値・近接移
動先閾値・近接判定距離などのパラメータを入力する。近傍距離記憶部１２２・移動元閾
値記憶部１２３・移動先閾値記憶部１２４・判定距離記憶部１２５・近接移動元閾値記憶
部１２６・近接移動先閾値記憶部１２７・近接判定距離記憶部１２８は、磁気ディスク装
置９２０を用いて、パラメータ入力部１２１が入力したそれぞれのパラメータを表わすデ
ータを記憶する。
【００５２】
　中心画素選択工程Ｓ５１２において、中心選択部１３１は、ＣＰＵ９１１を用いて、パ
ラメータ入力工程Ｓ５１１で近傍距離記憶部１２２が記憶した近傍距離に基づいて、複数
の中心画素を選択する。中心選択部１３１は、磁気ディスク装置９２０を用いて、選択し
た複数の中心画素を表わす中心画素データを記憶する。
【００５３】
　最大得票数初期化工程Ｓ５１３において、最大得票数算出部１４１は、ＣＰＵ９１１を
用いて、二次元画像に含まれるすべての画素について、最大得票数を初期化する。最大得
票数記憶部１４２は、二次元画像に含まれるすべての画素について、最大得票数として０
を表わす最大得票数データを記憶する。
【００５４】
　最大得票数繰り返し工程Ｓ５１４において、近傍選択部１３８は、ＣＰＵ９１１を用い
て、中心画素選択工程Ｓ５１２で中心選択部１３１が記憶した中心画素データを入力する
。近傍選択部１３８は、ＣＰＵ９１１を用いて、入力した中心画素データが表わすすべて
の中心画素のなかから、中心画素を一つずつ選択する。近傍選択部１３８は、選択した中
心画素について、近傍選択工程Ｓ５１５～近傍繰り返し判定工程Ｓ５１８の処理をする。
これを、すべての中心画素について繰り返す。
【００５５】
　近傍選択工程Ｓ５１５において、近傍選択部１３８は、ＣＰＵ９１１を用いて、最大得
票数繰り返し工程Ｓ５１４で選択した中心画素について、その中心画素の近傍に位置する
複数の中心近傍画素を選択する。近傍選択部１３８は、磁気ディスク装置９２０を用いて
、選択した複数の中心近傍画素を表わす近傍画素データを記憶する。
【００５６】
　近傍繰り返し工程Ｓ５１６において、最大得票数算出部１４１は、ＣＰＵ９１１を用い
て、近傍選択工程Ｓ５１５で近傍選択部１３８が記憶した近傍画素データを入力する。最
大得票数算出部１４１は、ＣＰＵ９１１を用いて、入力した近傍画素データが表わすすべ
ての中心近傍画素のなかから、中心近傍画素を一つずつ選択する。最大得票数算出部１４
１は、選択した中心近傍画素について、最大得票数算出工程Ｓ５１７の処理をする。これ
を、すべての中心近傍画素について繰り返す。
【００５７】
　最大得票数算出工程Ｓ５１７において、最大得票数算出部１４１は、ＣＰＵ９１１を用
いて、近傍繰り返し工程Ｓ５１６で選択した中心近傍画素に基づいて、選択した中心近傍
画素について最大得票数記憶部１４２が記憶した最大得票数データを入力する。最大得票
数算出部１４１は、ＣＰＵ９１１を用いて、入力した最大得票数データが表わす最大得票
数を一つ増やす。最大得票数記憶部１４２は、磁気ディスク装置９２０を用いて、最大得
票数算出部１４１が増やした最大得票数を表わす最大得票数データを記憶する。
【００５８】
　近傍繰り返し判定工程Ｓ５１８において、最大得票数算出部１４１は、ＣＰＵ９１１を
用いて、最大得票数繰り返し工程Ｓ５１３で近傍選択部１３８が選択した中心画素につい
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て近傍選択工程Ｓ５１５で近傍選択部１３８が選択したすべての中心近傍画素について最
大得票数算出工程Ｓ５１７の処理が終わったか判定する。
　まだ処理が終わっていない中心近傍画素があると判定した場合、最大得票数算出部１４
１は、ＣＰＵ９１１を用いて、近傍繰り返し工程Ｓ５１６に戻り、次の中心近傍画素を選
択する。
　すべての中心近傍画素についての処理が終わったと判定した場合、最大得票数繰り返し
判定工程Ｓ５１９へ進む。
【００５９】
　最大得票数繰り返し判定工程Ｓ５１５において、近傍選択部１３８は、ＣＰＵ９１１を
用いて、中心画素選択工程Ｓ５１２で中心選択部１３１が選択したすべての中心画素につ
いて、近傍選択工程Ｓ５１５～近傍繰り返し判定工程Ｓ５１８の処理が終わったかを判定
する。
　まだ処理が終わっていない中心画素があると判定した場合、最大得票数算出部１４１は
、ＣＰＵ９１１を用いて、最大得票数繰り返し工程Ｓ５１４に戻り、次の中心画素を選択
する。
　すべての中心画素についての処理が終わったと判定した場合、初期設定処理Ｓ５１０を
終了する。
【００６０】
　図７は、この実施の形態における移動目標検出装置１００が、各画素の得票率を算出す
る得票率算出処理Ｓ５２０の流れの一例を示すフローチャート図（前半）である。
【００６１】
　観測工程Ｓ５２１において、センサ８１０は、画像データを生成し、出力する。
【００６２】
　画像入力工程Ｓ５２２において、画像入力部１１１は、通信装置９１５を用いて、観測
工程Ｓ５２１でセンサ８１０が出力した画像データを入力する。画像記憶部１１２は、磁
気ディスク装置９２０を用いて、画像入力部１１１が入力した画像データを記憶する。
【００６３】
　画像取得工程Ｓ５３１において、増分算出部１３２は、ＣＰＵ９１１を用いて、画像記
憶部１１２が記憶した画像データのなかから、画像入力工程Ｓ５２２で画像記憶部１１２
が記憶した最新の画像データと、二番目に新しい画像データとを取得する。
【００６４】
　増分繰り返し工程Ｓ５３２において、増分算出部１３２は、ＣＰＵ９１１を用いて、二
次元画像に含まれるすべての画素のなかから、画素を一つずつ選択する。増分算出部１３
２は、選択した画素について、増分算出工程Ｓ５３３の処理をする。これを、すべての画
素について繰り返す。
【００６５】
　増分算出工程Ｓ５３３において、増分算出部１３２は、ＣＰＵ９１１を用いて、画像取
得工程Ｓ５３１で取得した二つの画像データに基づいて、選択した画素について、輝度増
分を算出する。増分算出部１３２は、磁気ディスク装置９２０を用いて、算出した輝度増
分を表わす輝度増分データを記憶する。
【００６６】
　増分繰り返し判定工程Ｓ５３４において、増分算出部１３２は、ＣＰＵ９１１を用いて
、二次元画像に含まれるすべての画素について、増分算出工程Ｓ５３３の処理が終わった
かを判定する。
　まだ処理が終わっていない画素があると判定した場合、増分算出部１３２は、ＣＰＵ９
１１を用いて、増分繰り返し工程Ｓ５３２に戻り、次の画素を選択する。
　すべての画素についての処理が終わったと判定した場合、増加得票数初期化工程Ｓ５４
１へ進む。
【００６７】
　図８は、この実施の形態における移動目標検出装置１００が、各画素の得票率を算出す
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る得票率算出処理の流れの一例を示すフローチャート図（後半）である。
【００６８】
　増加得票数初期化工程Ｓ５４１において、増加得票数算出部１３４は、ＣＰＵ９１１を
用いて、二次元画像に含まれる各画素について、増加得票数を０に初期化し、磁気ディス
ク装置９２０を用いて、初期化した増加得票数を表わす増加得票数データを記憶する。
【００６９】
　減少得票数初期化工程Ｓ５４２において、減少得票数算出部１３６は、ＣＰＵ９１１を
用いて、二次元画像に含まれる各画素について、減少得票数を０に初期化し、磁気ディス
ク装置９２０を用いて、初期化した減少得票数を表わす減少得票数データを記憶する。
【００７０】
　得票数繰り返し工程Ｓ５４３において、増加選択部１３３は、ＣＰＵ９１１を用いて、
中心画素選択工程Ｓ５１２で中心選択部１３１が記憶した中心画素データに基づいて、中
心画素データが表わすすべての中心画素のなかから、中心画素を一つずつ選択する。増加
選択部１３３は、選択した中心画素について、評価増加画素選択工程Ｓ５４４～減少得票
数加算工程Ｓ５４７の処理をする。これを、すべての中心画素について繰り返す。
【００７１】
　評価増加画素選択工程Ｓ５４４において、増加選択部１３３は、ＣＰＵ９１１を用いて
、近傍選択部１３８が記憶した近傍画素データと、増分算出工程Ｓ５３３で増分算出部１
３２が記憶した輝度増分データに基づいて、得票数繰り返し工程Ｓ５４３で増加選択部１
３３が選択した中心画素の中心近傍画素のなかから、評価増加画素を一つ選択する。
【００７２】
　増加得票数加算工程Ｓ５４５において、増加得票数算出部１３４は、ＣＰＵ９１１を用
いて、評価増加画素選択工程Ｓ５４４で増加選択部１３３が選択した評価増加画素につい
て記憶した増加得票数データが表わす増加得票数を一つ増やす。増加得票数算出部１３４
は、磁気ディスク装置９２０を用いて、増やした増加得票数を表わす増加得票数データを
記憶する。
【００７３】
　評価減少画素選択工程Ｓ５４６において、減少選択部１３５は、ＣＰＵ９１１を用いて
、近傍選択工程Ｓ５１５で近傍選択部１３８が記憶した近傍画素データと、増分算出工程
Ｓ５３３で増分算出部１３２が記憶した輝度増分データに基づいて、得票数繰り返し工程
Ｓ５４３で増加選択部１３３が選択した中心画素の中心近傍画素のなかから、評価減少画
素を一つ選択する。
【００７４】
　減少得票数加算工程Ｓ５４７において、減少得票数算出部１３６は、ＣＰＵ９１１を用
いて、評価減少画素選択工程Ｓ５４６で減少選択部１３５が選択した評価減少画素につい
て記憶した現像得票数データが表わす減少得票数を一つ増やす。減少得票数算出部１３６
は、磁気ディスク装置９２０を用いて、増やした減少得票数を表わす減少得票数データを
記憶する。
【００７５】
　得票数繰り返し判定工程Ｓ５４８において、増加選択部１３３は、ＣＰＵ９１１を用い
て、すべての中心画素についての処理が終わったか否かを判定する。
　まだ処理していない中心画素があると判定した場合、増加選択部１３３は、ＣＰＵ９１
１を用いて、得票数繰り返し工程Ｓ５４３に戻り、次の中心画素を選択する。
　すべての中心画素についての処理が終わったと判定した場合、得票率繰り返し工程Ｓ５
５１へ進む。
【００７６】
　得票率繰り返し工程Ｓ５５１において、得票数集計部１３７は、ＣＰＵ９１１を用いて
、二次元画像に含まれるすべての画素のなかから、画素を一つずつ選択する。得票数集計
部１３７は、選択した画素について、得票数集計工程Ｓ５５２～得票率算出工程Ｓ５５３
の処理をする。これを、すべての画素について繰り返す。
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【００７７】
　得票数集計工程Ｓ５５２において、得票数集計部１３７は、ＣＰＵ９１１を用いて、増
加得票数算出部１３４が記憶した増加得票数データと、減少得票数算出部１３６が記憶し
た減少得票数データとに基づいて、得票率繰り返し工程Ｓ５５１で選択した画素について
、集計得票数を算出する。得票数集計部１３７は、磁気ディスク装置９２０を用いて、算
出した集計得票数を表わす集計投票数データを記憶する。
【００７８】
　得票率算出工程Ｓ５５３において、得票率算出部１４３は、ＣＰＵ９１１を用いて、最
大得票数算出工程Ｓ５１４で最大得票数記憶部１４２が記憶した最大得票数データと、得
票数集計工程Ｓ５５２で得票数集計部１３７が記憶した集計得票数データとに基づいて、
得票率繰り返し工程Ｓ５５１で得票数集計部１３７が選択した画素について、得票率を算
出する。得票率算出部１４３は、磁気ディスク装置９２０を用いて、算出した得票率を表
わす得票率データを記憶する。
【００７９】
　得票率繰り返し判定工程Ｓ５５４において、得票数集計部１３７は、ＣＰＵ９１１を用
いて、二次元画像に含まれるすべての画素についての処理が終わったか否かを判定する。
　まだ処理していない画素があると判定した場合、得票数集計部１３７は、ＣＰＵ９１１
を用いて、得票数繰り返し工程Ｓ５５１に戻り、次の画素を選択する。
　すべての画素についての処理が終わったと判定した場合、得票率算出処理Ｓ５２０を終
了する。
【００８０】
　図９は、この実施の形態における移動目標検出装置１００が、目標画素を抽出する目標
抽出処理Ｓ５６０の流れの一例を示すフローチャート図である。
【００８１】
　候補繰り返し工程Ｓ５６１において、移動元候補抽出部１５１は、ＣＰＵ９１１を用い
て、二次元画像に含まれるすべての画素のなかから、画素を一つずつ選択する。移動元候
補抽出部１５１は、選択した画素について、移動元候補判定工程Ｓ５６２～移動先候補判
定工程Ｓ５６３の処理をする。これを、すべての画素について繰り返す。
【００８２】
　移動元候補判定工程Ｓ５６２において、移動元候補抽出部１５１は、ＣＰＵ９１１を用
いて、パラメータ入力工程Ｓ５１１で移動元閾値記憶部１２３が記憶した移動元閾値デー
タと、得票率算出工程Ｓ５５３で得票率算出部１４３が記憶した得票率データとに基づい
て、候補繰り返し工程Ｓ５６１で選択した画素が移動元候補画素か否かを判定する。
　選択した画素が移動元候補画素であると判定した場合、移動元候補抽出部１５１は、磁
気ディスク装置９２０を用いて、選択した画素を表わす移動元候補画素データを記憶する
。
【００８３】
　移動先候補判定工程Ｓ５６３において、移動先候補抽出部１５２は、ＣＰＵ９１１を用
いて、パラメータ入力工程Ｓ５１１で移動先閾値記憶部１２４が記憶した移動先閾値デー
タと、得票率算出工程Ｓ５５３で得票率算出部１４３が記憶した得票率データとに基づい
て、候補繰り返し工程Ｓ５６１で移動元候補抽出部１５１が選択した画素が移動先候補画
素か否かを判定する。
　選択した画素が移動先候補画素であると判定した場合、移動先候補抽出部１５２は、磁
気ディスク装置９２０を用いて、選択した画素を表わす移動先候補画素データを記憶する
。
【００８４】
　候補繰り返し判定工程Ｓ５６４において、移動元候補抽出部１５１は、ＣＰＵ９１１を
用いて、すべての画素についての処理が終わったか否かを判定する。
　まだ処理していない画素があると判定した場合、移動元候補抽出部１５１は、ＣＰＵ９
１１を用いて、候補繰り返し工程Ｓ５６１に戻り、次の画素を選択する。
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　すべての画素についての処理が終わったと判定した場合、目標繰り返し工程Ｓ５６５へ
進む。
【００８５】
　目標繰り返し工程Ｓ５６５において、目標抽出部１５３は、ＣＰＵ９１１を用いて、移
動先候補判定工程Ｓ５６３で移動先候補抽出部１５２が記憶した移動先候補画素データに
基づいて、移動先候補抽出部１５２が移動先候補画素であると判定したすべての画素のな
かから、画素を一つずつ選択する。目標抽出部１５３は、選択した移動先候補画素につい
て、目標判定工程Ｓ５６６の処理をする。これを、すべての移動先候補画素について繰り
返す。
【００８６】
　目標判定工程Ｓ５６６において、目標抽出部１５３は、ＣＰＵ９１１を用いて、パラメ
ータ入力工程Ｓ５１１で判定距離記憶部１２５が記憶した判定距離データと、移動元候補
判定工程Ｓ５６２で移動元候補抽出部１５１が記憶した移動元候補画素データとに基づい
て、目標繰り返し工程Ｓ５６５で選択した移動先候補画素が目標画素であるか否かを判定
する。
　選択した移動先候補画素が目標画素であると判定した場合、目標抽出部１５３は、磁気
ディスク装置９２０を用いて、選択した移動先候補画素を表わすデータを、目標画素デー
タとして記憶する。
【００８７】
　目標繰り返し判定工程Ｓ５６７において、目標抽出部１５３は、ＣＰＵ９１１を用いて
、すべての移動先候補画素についての処理が終わったか否かを判定する。
　まだ処理していない移動先候補画素があると判定した場合、目標抽出部１５３は、ＣＰ
Ｕ９１１を用いて、目標繰り返し工程Ｓ５６５に戻り、次の移動先候補画素を選択する。
　すべての移動先候補画素についての処理が終わったと判定した場合、目標抽出処理Ｓ５
６０を終了する。
【００８８】
　図１０は、この実施の形態における移動目標検出装置１００が、目標画素に近接した目
標画素を抽出する近接目標抽出処理Ｓ５７０の流れの一例を示すフローチャート図である
。
【００８９】
　近接候補繰り返し工程Ｓ５７１において、近接目標抽出部１６３は、ＣＰＵ９１１を用
いて、二次元画像に含まれるすべての画素のなかから、画素を一つずつ選択する。近接目
標抽出部１６３は、選択した画素について、近傍判定工程Ｓ５７２～近接移動先候補判定
工程Ｓ５７４の処理をする。これを、すべての画素について繰り返す。
【００９０】
　近傍判定工程Ｓ５７２において、近接目標抽出部１６３は、ＣＰＵ９１１を用いて、目
標判定工程Ｓ５６６で目標抽出部１５３が記憶した目標画素データに基づいて、近接候補
繰り返し工程Ｓ５７１で選択した画素の近傍にいずれかの目標画素があるか否かを判定す
る。
　選択した画素の近傍に目標画素があると判定した場合、近接移動元候補判定工程Ｓ５７
３へ進む。
　選択した画素の近傍に目標画素がないと判定した場合、近接候補繰り返し判定工程Ｓ５
７５へ進む。
【００９１】
　近接移動元候補判定工程Ｓ５７３において、近接移動元候補抽出部１６１は、ＣＰＵ９
１１を用いて、パラメータ入力工程Ｓ５１１で近接移動元閾値記憶部１２６が記憶した近
接移動元閾値データと、得票率算出工程Ｓ５５３で得票率算出部１４３が記憶した得票率
データとに基づいて、近接候補繰り返し工程Ｓ５７１で近接目標抽出部１６３が選択した
画素が近接移動元候補画素であるか否かを判定する。
　選択した画素が近接移動元候補画素であると判定した場合、近接移動元候補抽出部１６
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１は、磁気ディスク装置９２０を用いて、選択した画素を表わす近接移動元候補画素デー
タを記憶する。
【００９２】
　近接移動先候補判定工程Ｓ５７４において、近接移動先候補抽出部１６２は、ＣＰＵ９
１１を用いて、パラメータ入力工程Ｓ５１１で近接移動先閾値記憶部１２７が記憶した近
接移動先閾値データと、得票率算出工程Ｓ５５３で得票率算出部１４３が記憶した得票率
データとに基づいて、近接候補繰り返し工程Ｓ５７１で近接目標抽出部１６３が選択した
画素が近接移動先候補画素であるか否かを判定する。
　選択した画素が近接移動先候補画素であると判定した場合、近接移動先候補抽出部１６
２は、磁気ディスク装置９２０を用いて、選択した画素を表わす近接移動先候補画素デー
タを記憶する。
【００９３】
　近接候補繰り返し判定工程Ｓ５７５において、近接目標抽出部１６３は、ＣＰＵ９１１
を用いて、二次元画像に含まれるすべての画素についての処理が終わったか否かを判定す
る。
　まだ処理していない画素があると判定した場合、近接目標抽出部１６３は、ＣＰＵ９１
１を用いて、近傍候補繰り返し工程Ｓ５７１に戻り、次の画素を選択する。
　すべての画素についての処理が終わったと判定した場合、近接目標繰り返し工程Ｓ５７
６へ進む。
【００９４】
　近接目標繰り返し工程Ｓ５７６において、近接目標抽出部１６３は、ＣＰＵ９１１を用
いて、近接移動先候補判定工程Ｓ５７４で近接移動先候補抽出部１６２が記憶した近接移
動先候補画素データに基づいて、近接移動先候補抽出部１６２が近接移動先候補画素であ
ると判定したすべての画素のなかから、画素を一つずつ選択する。、近接目標抽出部１６
３は、選択した近接移動先候補画素について、近接目標判定工程Ｓ５７７の処理をする。
これを、すべての近接移動先候補画素について繰り返す。
【００９５】
　近接目標判定工程Ｓ５７７において、近接目標抽出部１６３は、ＣＰＵ９１１を用いて
、パラメータ入力工程Ｓ５１１で近接判定距離記憶部１２８が記憶した近接判定距離デー
タと、近接移動元候補判定工程Ｓ５７３で近接移動元候補抽出部１６１が記憶した近接移
動元候補画素データとに基づいて、近接目標繰り返し工程Ｓ５７６で選択した近接移動先
候補画素が目標画素であるか否かを判定する。
　選択した近接移動先候補画素が目標画素であると判定した場合、近接目標抽出部１６３
は、磁気ディスク装置９２０を用いて、選択した近接移動先候補画素を表わす目標画素デ
ータを記憶する。
【００９６】
　近接目標繰り返し判定工程Ｓ５７８において、近接目標抽出部１６３は、ＣＰＵ９１１
を用いて、すべての近接移動先候補画素についての処理が終わったか否かを判定する。
　まだ処理していない近接移動先候補画素があると判定した場合、近接目標抽出部１６３
は、ＣＰＵ９１１を用いて、近接目標繰り返し工程Ｓ５７６に戻り、次の近接移動先候補
画素を選択する。
　すべての近接移動先候補画素についての処理が終わったと判定した場合、近接目標抽出
処理を終了する。
【００９７】
　次に、具体例を用いて、移動目標検出装置１００の動作を説明する。
【００９８】
　図１１は、この実施の形態における中心選択部１３１が選択する中心画素と、最大得票
数算出部１４１が算出する最大得票数との一例を示す図である。
　この例において、二次元画像３００は、縦９行横１１列合計９９個の画素により構成さ
れている。
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【００９９】
　パラメータ入力部１２１は、キーボード９０２を用いて、パラメータの一部として、近
傍距離を入力する。この例において、パラメータ入力部１２１は、近傍距離として、「５
」を入力したとする。
　中心選択部１３１は、ＣＰＵ９１１を用いて、パラメータ入力部１２１が入力した近傍
距離に基づいて、二次元画像３００に含まれる画素のなかから、中心近傍範囲が画像のな
かに収まる中心画素３１０を選択する。この例において、中心近傍範囲は、中心画素を中
心とし、一辺が近傍距離である矩形範囲であるとする。例えば、太丸で示した中心画素３
１１の中心近傍画素３２１は、太線に囲まれた中心近傍範囲内の合計２５個の画素である
。
　この場合、中心選択部１３１は、中心画素３１０として、斜線でハッチングした縦５行
横７列合計３５個の画素を選択する。
【０１００】
　最大得票数算出部１４１は、ＣＰＵ９１１を用いて、中心選択部１３１が選択した中心
画素に基づいて、二次元画像３００を構成する９９個の画素それぞれについて、最大得票
数３３０を算出する。すなわち、最大得票数算出部１４１は、９９個の画素にそれぞれ対
応する９９個の最大得票数３３０を算出する。
　図に示したように、画像の中央付近に位置する画素の最大得票数は大きい（最大で、中
心近傍画素の数と等しい２５）が、画像の端に近くなるほど小さくなる。ただし、最大得
票数が０の画素は存在せず、最大得票数の最小値は１である。すなわち、すべての画素が
増加得票あるいは減少得票を得る可能性がある。
【０１０１】
　図１２は、この実施の形態における画像入力部１１１が入力する画像データ４１１，４
１２と、増分算出部１３２が算出する輝度増分４２０との一例を示す図である。
【０１０２】
　画像入力部１１１は、通信装置９１５を用いて、画像４０１を表わす画像データ４１１
を入力する。画像データ４１１は、二次元画像３００を構成する９９個の画素に対応する
９９個の輝度データから構成されている。画像記憶部１１２は、磁気ディスク装置９２０
を用いて、画像入力部１１１が入力した画像データ４１１を記憶する。
　所定時間が経過したのち、画像入力部１１１は、通信装置９１５を用いて、画像４０２
を表わす画像データ４１２を入力する。画像データ４１２も同じく、二次元画像３００を
構成する９９個の画素に対応する９９個の輝度データから構成されている。画像記憶部１
１２は、磁気ディスク装置９２０を用いて、画像入力部１１１が入力した画像データ４１
２を記憶する。
【０１０３】
　増分算出部１３２は、ＣＰＵ９１１を用いて、画像記憶部１１２が記憶した画像データ
４１１と画像データ４１２とに基づいて、二次元画像３００を構成する９９個の画素それ
ぞれについて、輝度増分４２０を算出する。すなわち、増分算出部１３２は、９９個の画
素にそれぞれ対応する９９個の輝度増分４２０を算出する。輝度増分４２０は、その画素
の画像４０２における輝度のほうが画像４０１における輝度よりも高ければ正の値をとり
、逆に、画像４０２における輝度のほうが画像４０１における輝度よりも低ければ負の値
をとる。
【０１０４】
　図１３は、この実施の形態における増加得票数算出部１３４、減少得票数算出部１３６
、得票数集計部１３７、得票率算出部１４３が算出する増加得票数４３１、減少得票数４
３２、集計得票数４３３、得票率４３４の一例を示す図である。
【０１０５】
　増加選択部１３３は、ＣＰＵ９１１を用いて、増分算出部１３２が算出した９９個の輝
度増分４２０に基づいて、中心選択部１３１が選択した３５個の中心画素それぞれについ
て、評価増加画素を選択する。すなわち、増加選択部１３３は、３５個の中心画素にそれ



(22) JP 4999788 B2 2012.8.15

10

20

30

40

50

ぞれ対応する３５個の評価増加画素を選択する。なお、中心画素が異なっても、同じ画素
を評価増加画素として選択する場合があるので、評価増加画素として１回以上選択される
画素の総数は３５以下であり、この例では５個である。
　増加得票数算出部１３４は、ＣＰＵ９１１を用いて、増加選択部１３３が選択した３５
個の評価増加画素に基づいて、二次元画像３００を構成する９９個の画素それぞれについ
て、増加得票数４３１を算出する。すなわち、増加得票数算出部１３４は、９９個の画素
にそれぞれ対応する９９個の増加得票数４３１を算出する。なお、図では、見易さのため
、増加得票数４３１が０の場合、記載を省略している。減少得票数４３２、集計得票数４
３３、得票率４３４についても同様である。
【０１０６】
　減少選択部１３５は、ＣＰＵ９１１を用いて、増分算出部１３２が算出した９９個の輝
度増分４２０に基づいて、中心選択部１３１が選択した３５個の中心画素それぞれについ
て、評価減少画素を選択する。すなわち、減少選択部１３５は、３５個の中心画素にそれ
ぞれ対応する３５個の評価減少画素を選択する。なお、評価増加画素と同様、中心画素が
異なっても、同じ画素を輝度現象画素として選択する場合がある。
　減少得票数算出部１３６は、ＣＰＵ９１１を用いて、減少選択部１３５が選択した３５
個の評価減少画素に基づいて、二次元画像３００を構成する９９個の画素それぞれについ
て、減少得票数４３２を算出する。すなわち、減少得票数算出部１３６は、９９個の画素
にそれぞれ対応する９９個の減少得票数４３２を算出する。
【０１０７】
　得票数集計部１３７は、ＣＰＵ９１１を用いて、増加得票数算出部１３４が算出した９
９個の増加得票数４３１と、減少得票数算出部１３６が算出した９９個の減少得票数４３
２とに基づいて、二次元画像３００を構成する９９個の画素それぞれについて、集計得票
数４３３を算出する。すなわち、得票数集計部１３７は、９９個の画素にそれぞれ対応す
る９９個の集計得票数４３３を算出する。
【０１０８】
　得票率算出部１４３は、ＣＰＵ９１１を用いて、最大得票数記憶部１４２が記憶した９
９個の最大得票数３３０と、得票数集計部１３７が算出した９９個の集計得票数４３３と
に基づいて、二次元画像３００を構成する９９個の画素それぞれについて、得票率４３４
を算出する。すなわち、得票率算出部１４３は、９９個の画素にそれぞれ対応する９９個
の得票率４３４を算出する。
【０１０９】
　図１４は、この実施の形態における目標抽出部１５３、近接目標抽出部１６３が抽出す
る目標画素の一例を示す図である。
【０１１０】
　移動元候補抽出部１５１は、ＣＰＵ９１１を用いて、移動元閾値記憶部１２３が記憶し
た移動元閾値と、得票率算出部１４３が算出した９９個の得票率４３４とに基づいて、二
次元画像３００を構成する９９個の画素のなかから、得票率４３４が移動元閾値より小さ
い画素を抽出して、移動元候補画素とする。この例において、移動元閾値記憶部１２３が
移動元閾値「－０．５」を記憶しているとすると、移動元候補抽出部１５１は、四つの移
動元候補画素４５１～４５４を抽出する。
　移動先候補抽出部１５２は、ＣＰＵ９１１を用いて、移動先閾値記憶部１２４が記憶し
た移動先閾値と、得票率算出部１４３が算出した９９個の得票率４３４とに基づいて、二
次元画像３００を構成する９９個の画素のなかから、得票率４３４が移動先閾値より大き
い画素を抽出して、移動先候補画素とする。この例において、移動先閾値記憶部１２４が
移動先閾値「０．５」を記憶しているとすると、移動先候補抽出部１５２は、三つの移動
先候補画素４４１～４４３を抽出する。
【０１１１】
　目標抽出部１５３は、ＣＰＵ９１１を用いて、判定距離記憶部１２５が記憶した判定距
離と、移動元候補抽出部１５１が抽出した移動元候補画素と、移動先候補抽出部１５２が
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抽出した移動先候補画素とに基づいて、目標画素を抽出する。この例において、目標抽出
部１５３は、移動先候補画素４４１の候補近傍範囲４６１内に移動元候補画素４５１があ
るので、移動先候補画素４４１を目標画素４７１として抽出する。また、目標抽出部１５
３は、移動先候補画素４４２の候補近傍範囲４６２内に移動元候補画素４５４があるので
、移動先候補画素４４２を目標画素４７２として抽出する。これに対し、目標抽出部１５
３は、移動先候補画素４４３の候補近傍範囲４６３内には移動元候補画素がないので、移
動先候補画素４４３を目標画素として抽出しない。
【０１１２】
　近接移動先候補抽出部１６２は、ＣＰＵ９１１を用いて、近接移動先閾値記憶部１２７
が記憶した近接移動先閾値と、得票率算出部１４３が算出した９９個の得票率４３４とに
基づいて、二次元画像３００を構成する９９個の画素のなかから、得票率４３４が近接移
動先閾値より大きい画素を抽出して、近接移動先候補画素とする。近接移動先閾値は、移
動先閾値よりも小さいので、近接移動先候補抽出部１６２が抽出する近接移動先候補画素
の数は、移動先候補抽出部１５２が抽出する移動先候補画素の数以上になる。この例にお
いて、近接移動先閾値記憶部１２７が近接移動先閾値「０．２」を記憶しているとすると
、近接移動先候補抽出部１６２は、三つの移動先候補画素４４１～４４３に加えて、一つ
の近接移動先候補画素４４４を抽出し、合計四つの近接移動先候補画素４４１～４４４を
抽出する。
　なお、近接移動先候補抽出部１６２は、二次元画像３００を構成する９９個の画素すべ
てのなかから近接移動先候補画素を抽出するのではなく、抽出元の範囲を、目標抽出部１
５３が抽出した目標画素の近傍に位置する画素に限定して、目標抽出部１５３が抽出した
目標画素の近傍に位置する画素のなかから、近接移動元候補画素を抽出してもよい。また
、近接移動先候補抽出部１６２は、目標抽出部１５３が目標画素として抽出した画素を除
く画素のなかから、近接移動元候補画素を抽出してもよい。
【０１１３】
　近接移動元候補抽出部１６１は、ＣＰＵ９１１を用いて、近接移動元閾値記憶部１２６
が記憶した近接移動元閾値と、得票率算出部１４３が算出した９９個の得票率４３４とに
基づいて、二次元画像３００を構成する９９個の画素のなかから、得票率４３４が近接移
動元閾値より小さい画素を抽出して、近接移動元候補画素とする。近接移動元閾値は、移
動元閾値よりも大きいので、近接移動元候補抽出部１６１が抽出する近接移動元候補画素
の数は、移動元候補抽出部１５１が抽出する移動元候補画素の数以上になる。この例にお
いて、近接移動元閾値記憶部１２６が近接移動元閾値「－０．２」を記憶しているとする
と、近接移動元候補抽出部１６１は、四つの移動元候補画素４５１～４５４に加えて、三
つの近接移動元候補画素４５５～４５７を抽出し、合計七つの近接移動元候補画素４５１
～４５７を抽出する。
　なお、近接移動元候補抽出部１６１は、二次元画像３００を構成する９９個の画素すべ
てのなかから近接移動元候補画素を抽出するのではなく、抽出元の範囲を、目標抽出部１
５３が抽出した目標画素とペアとなる移動元候補画素の近傍に位置する画素に限定して、
目標抽出部１５３が抽出した目標画素とペアとなる移動元候補画素の近傍に位置する画素
のなかから、近接移動先候補画素を抽出してもよい。あるいは、近接移動元候補抽出部１
６１、目標抽出部１５３が抽出した目標画素とペアとなる移動元候補画素の近傍に位置す
る画素については近接移動元閾値を基準として、近接移動元候補画素を抽出し、それ以外
の画素については、移動元閾値記憶部１２３が記憶した移動元閾値を基準として、近接移
動元候補画素を抽出してもよい。
【０１１４】
　近接目標抽出部１６３は、ＣＰＵ９１１を用いて、目標抽出部１５３が抽出した目標画
素と、近接移動先候補抽出部１６２が抽出した近接移動先候補画素と、近接移動元候補抽
出部１６１が抽出した近接移動元候補画素とに基づいて、目標画素の近傍に位置する近接
移動先候補画素のなかから、ペアとなる近接移動元候補画素がある画素を抽出して、目標
画素とする。この例において、近接目標抽出部１６３は、目標画素４７１の中心近傍画素
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３２２、または、目標画素４７２の中心近傍画素のなかに含まれる近傍移動先候補画素と
して、近接移動先候補画素４４１，４４２を抽出する。近接目標抽出部１６３は、移動先
候補画素４４１の候補近傍範囲４６１に移動元候補画素４５１があるので、移動先候補画
素４４１を目標画素４７１として抽出する。また、近接目標抽出部１６３は、移動先候補
画素４４２の候補近傍範囲４６２に移動元候補画素４５４及び近接移動元候補画素４５５
があるので、移動先候補画素４４２を目標画素４７２として抽出する。
　なお、近接目標抽出部１６３は、目標抽出部１５３が既に目標画素として抽出した画素
を目標画素として抽出しないこととしてもよい。その場合、近接目標抽出部１６３は、近
接移動先候補画素を抽出しない。
【０１１５】
　以上のようにして、目標抽出部１５３が抽出した目標画素と、近接目標抽出部１６３が
抽出した目標画素とを合わせたものが、移動目標検出装置１００が今回抽出した目標画素
となる。この例では、二つの目標画素４７１，４７２が抽出される。
【０１１６】
目標記憶部１７２は、磁気ディスク装置９２０を用いて、抽出した二つの目標画素４７１
，４７２を表わす目標画素データを記憶する。
　目標出力部１７３は、通信装置９１５を用いて、目標記憶部１７２が記憶した二つの目
標画素４７１，４７２を表わす目標画素データを出力する。
【０１１７】
　この実施の形態における移動目標検出装置１００は、
　データを記憶する記憶装置（磁気ディスク装置９２０）と、データを処理する処理装置
（ＣＰＵ９１１）と、画像記憶部１１２と、移動先候補抽出部１５２と、移動元候補抽出
部１５１と、目標抽出部１５３とを有する。
　上記画像記憶部１１２は、上記記憶装置（磁気ディスク装置９２０）を用いて、第一の
画像を表わす第一の画像データと、第二の画像を表わす第二の画像データとを記憶する。
　上記移動先候補抽出部１５２は、上記処理装置（ＣＰＵ９１１）を用いて、上記画像記
憶部１１２が記憶した二つの画像データが表わす二つの画像に基づいて、上記画像に含ま
れる複数の画素のうちから輝度が増加した画素を抽出して、移動先候補画素とする。
　上記移動元候補抽出部１５１は、上記処理装置（ＣＰＵ９１１）を用いて、上記画像記
憶部１１２が記憶した二つの画像データが表わす二つの画像に基づいて、上記画像に含ま
れる複数の画素のうちから輝度が減少した画素を抽出して、移動元候補画素とする。
　上記目標抽出部１５３は、上記処理装置（ＣＰＵ９１１）を用いて、上記移動先候補抽
出部１５２が抽出した移動先候補画素と、上記移動元候補抽出部１５１が抽出した移動元
候補画素とに基づいて、上記移動先候補画素のうちからペアとなる移動元候補画素が存在
する画素を抽出して、目標画素とする。
【０１１８】
　この実施の形態における移動目標検出装置１００によれば、移動先候補抽出部１５２が
抽出した移動先候補画素のなかから、ペアとなる移動元候補画素が存在する移動先候補画
素を、目標抽出部１５３が抽出して目標画素とするので、移動により写っている画素が変
化した目標を検出できるという効果を奏する。このとき、点滅欠陥画素などの欠陥画素は
、ペアとなる画素が存在しないので、検出されない。
【０１１９】
　この実施の形態における目標抽出部１５３は、上記処理装置（ＣＰＵ９１１）を用いて
、上記移動先候補抽出部１５２が抽出した移動先候補画素のうちから、上記移動先候補画
素の近傍に位置する複数の候補近傍画素のなかに上記移動元候補抽出部１５１が抽出した
移動元候補画素が存在する移動先候補画素を抽出して、上記目標画素とする。
【０１２０】
　この実施の形態における移動目標検出装置１００によれば、移動先候補画素の近傍に位
置する候補近傍画素のなかに位置する移動元候補画素を、移動先候補画素とペアとなる移
動元候補画素として、目標抽出部１５３が目標画素を抽出するので、二つの画像において
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、目標が写っている画素が、候補近傍画素のなかで移動した場合に、目標を検出できると
いう効果を奏する。
【０１２１】
　この実施の形態における目標抽出部１５３は、上記処理装置（ＣＰＵ９１１）を用いて
、上記移動先候補画素を中心とする矩形範囲内の複数の画素を上記複数の候補近傍画素と
して、上記目標画素を抽出する。
【０１２２】
　この実施の形態における移動目標検出装置１００によれば、移動先候補画素を中心とす
る矩形範囲内の画素を候補近傍画素として、目標抽出部１５３がペアとなる移動元候補画
素があるか判定するので、画素の座標に基づいて、ペアとなる移動元候補画素を判定でき
、高速に処理をすることができるという効果を奏する。
【０１２３】
　この実施の形態における目標抽出部１５３は、上記処理装置（ＣＰＵ９１１）を用いて
、上記移動先候補画素からの距離が所定の画素数以内の複数の画素を上記複数の候補近傍
画素として、上記目標画素を抽出する。
【０１２４】
　この実施の形態における移動目標検出装置１００によれば、移動先候補画素からの距離
が所定の画素数以内の画素を候補近傍画素として、目標抽出部１５３がペアとなる移動元
候補画素があるか判定するので、あらかじめ目標の最大移動速度から二次元画像上で移動
する可能性のある距離を求めておき、その距離を判定距離として設定すれば、的確に目標
画素を判定することができるという効果を奏する。
【０１２５】
　この実施の形態における移動目標検出装置１００は、更に、増分算出部１３２と、中心
選択部１３１と、近傍選択部１３８と、増加選択部１３３と、減少選択部１３５とを有す
る。
　上記増分算出部１３２は、上記処理装置（ＣＰＵ９１１）を用いて、上記画像記憶部１
１２が記憶した二つの画像データが表わす二つの画像に基づいて、上記二つの画像にとも
に含まれる複数の画素の各画素について、上記第二の画像における輝度から上記第一の画
像における輝度を差し引いた差をそれぞれ算出して、複数の輝度増分とする。
　上記中心選択部１３１は、上記処理装置（ＣＰＵ９１１）を用いて、上記複数の画素の
うち少なくともいずれか二以上の画素を選択して、複数の中心画素とする。
　上記近傍選択部１３８は、上記処理装置（ＣＰＵ９１１）を用いて、上記中心選択部１
３１が選択した複数の中心画素の各中心画素について、上記中心画素の近傍に位置する複
数の画素を選択して、複数の中心近傍画素とする。
　上記増加選択部１３３は、上記処理装置（ＣＰＵ９１１）を用いて、上記中心選択部１
３１が選択した複数の中心画素の各中心画素について、上記近傍選択部１３８が選択した
複数の中心近傍画素のなかから、上記増分算出部１３２が算出した輝度増分が最も大きい
中心近傍画素をそれぞれ選択して、複数の評価増加画素とする。
　上記減少選択部１３５は、上記処理装置（ＣＰＵ９１１）を用いて、上記中心選択部１
３１が選択した複数の中心画素の各中心画素について、上記近傍選択部１３８が選択した
複数の中心近傍画素のなかから、上記増分算出部１３２が算出した輝度増分が最も小さい
中心近傍画素をそれぞれ選択して、複数の評価減少画素とする。
　上記移動先候補抽出部１５２は、上記処理装置（ＣＰＵ９１１）を用いて、上記増加選
択部１３３が上記評価増加画素として選択した回数（増加得票数）に基づいて、上記複数
の画素のうちから上記移動先候補画素を抽出する。
　上記移動元候補抽出部１５１は、上記処理装置（ＣＰＵ９１１）を用いて、上記減少選
択部１３５が上記評価減少画素として選択した回数（減少得票数）に基づいて、上記複数
の画素のうちから上記移動元候補画素を抽出する。
【０１２６】
　この実施の形態における移動目標検出装置１００によれば、複数の中心画素それぞれの
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中心近傍画素のなかから輝度増分が最大の画素を、増加選択部１３３が選択して評価増加
画素とし、画素が評価増加画素として選択された回数に基づいて、移動先候補抽出部１５
２が移動先候補画素を抽出し、複数の中心画素それぞれの中心近傍画素のなかから輝度増
分が最小の画素を、減少選択部１３５が選択して評価減少画素とし、画素が評価減少画素
として選択された回数に基づいて、移動元候補抽出部１５１が移動元候補画素を抽出する
ので、画像に写っている背景が一様でなく複雑な場合であっても、目標が写っている画素
を検出できるという効果を奏する。
【０１２７】
　この実施の形態における移動目標検出装置１００は、更に、増加得票数算出部１３４と
、減少得票数算出部１３６とを有する。
　上記増加得票数算出部１３４は、上記処理装置（ＣＰＵ９１１）を用いて、上記複数の
画素の各画素について、上記増加選択部１３３が上記評価増加画素として選択した回数を
それぞれ算出して、複数の増加得票数とする。
　上記減少得票数算出部１３６は、上記処理装置（ＣＰＵ９１１）を用いて、上記複数の
画素の各画素について、上記減少選択部１３５が上記評価減少画素として選択した回数を
それぞれ算出して、複数の減少得票数とする。
　上記移動先候補抽出部１５２は、上記処理装置（ＣＰＵ９１１）を用いて、上記増加得
票数算出部１３４が算出した複数の増加得票数に基づいて、上記複数の画素のうちから上
記移動先候補画素を抽出する。
　上記移動元候補抽出部１５１は、上記処理装置（ＣＰＵ９１１）を用いて、上記減少得
票数算出部１３６が算出した複数の減少得票数に基づいて、上記複数の画素のうちから上
記移動元候補画素を抽出する。
【０１２８】
　この実施の形態における移動目標検出装置１００によれば、画素が評価増加画素として
選択された回数に基づいて、増加得票数算出部１３４が増加得票数を算出し、画素が評価
減少画素として選択された回数に基づいて、減少得票数算出部１３６が減少得票数を算出
するので、増加得票数および減少得票数に基づいて、移動先候補画素および移動元候補画
素を抽出することができ、画像に写っている背景が一様でなく複雑な場合であっても、目
標が写っている画素を検出できるという効果を奏する。
【０１２９】
　この実施の形態における移動目標検出装置１００は、更に、得票数集計部１３７を有す
る。
　上記得票数集計部１３７は、上記処理装置（ＣＰＵ９１１）を用いて、上記複数の画素
の各画素について、上記増加選択部１３３が上記評価増加画素として選択した回数（増加
得票数）から上記減少選択部１３５が上記評価減少画素として選択した回数（減少得票数
）を差し引いた差をそれぞれ算出して、複数の集計得票数とする。
　上記移動先候補抽出部１５２は、上記処理装置（ＣＰＵ９１１）を用いて、上記得票数
集計部１３７が算出した複数の集計得票数に基づいて、上記複数の画素のうちから上記移
動先候補画素を抽出する。
　上記移動元候補抽出部１５１は、上記処理装置（ＣＰＵ９１１）を用いて、上記得票数
集計部１３７が算出した複数の集計得票数に基づいて、上記複数の画素のうちから上記移
動元候補画素を抽出する。
【０１３０】
　この実施の形態における移動目標検出装置１００によれば、増加得票数と減少得票数と
に基づいて、得票数集計部１３７が集計得票数を算出し、移動元候補抽出部１５１及び移
動先候補抽出部１５２が、移動元候補画素及び移動先候補画素を抽出するので、増加得票
数及び減少得票数を記憶する記憶領域を早く解放することができる。ある画素が、ある中
心画素に対する評価増加画素として選択されるとともに、他の中心画素に対する評価減少
画素として選択されることはほとんどない。したがって、増加得票数と減少得票数とをま
とめて集計得票数としても、失われる情報はほとんどない。
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【０１３１】
　なお、増加得票数と減少得票数とを別々に算出したのちに集計得票数を算出するのでは
なく、増加選択部１３３及び増加得票数算出部１３４の選択結果に基づいて、得票数集計
部１３７が集計得票数を直接算出してもよい。その場合、処理の手順は、次のように変わ
る。
　図８のフローチャート図において、増加得票数初期化工程Ｓ５４１及び減少得票数初期
化工程Ｓ５４２に代えて、得票数集計部１３７が、ＣＰＵ９１１を用いて、二次元画像に
含まれる各画素について、集計得票数を０に初期化し、磁気ディスク装置９２０を用いて
、初期化した集計得票数を表わす集計得票数データを記憶する集計得票数初期化工程を行
う。
　増加得票数加算工程Ｓ５４５において、増加得票数算出部１３４が、ＣＰＵ９１１を用
いて、評価増加画素選択工程Ｓ５４４で増加選択部１３３が選択した評価増加画素につい
て、集計得票数を一つ増やす。
　減少得票数加算工程Ｓ５４７において、減少得票数算出部１３６が、ＣＰＵ９１１を用
いて、評価減少画素選択工程Ｓ５４６で減少選択部１３５が選択した評価減少画素につい
て、集計得票数を一つ減らす。
　得票数集計工程Ｓ５５２の処理は、行わない。
【０１３２】
　これにより、集計得票数を算出するために必要となる記憶領域の大きさが、約半分で済
むという効果を奏する。
【０１３３】
　この実施の形態における移動目標検出装置１００は、更に、最大得票数記憶部１４２と
、得票率算出部１４３とを有する。
　上記最大得票数記憶部１４２は、上記記憶装置（磁気ディスク装置９２０）を用いて、
上記複数の画素の各画素について、上記複数の中心画素のうち、上記複数の中心近傍画素
のなかに上記画素が含まれる中心画素の数をそれぞれ記憶して、複数の最大得票数とする
。
　上記得票率算出部１４３は、上記処理装置（ＣＰＵ９１１）を用いて、上記複数の画素
の各画素について、上記得票数集計部１３７が算出した集計得票数を上記最大得票数記憶
部１４２が記憶した最大得票数で割った商をそれぞれ算出して、複数の得票率とする。
　上記移動先候補抽出部１５２は、上記処理装置（ＣＰＵ９１１）を用いて、上記得票率
算出部１４３が算出した複数の得票率に基づいて、上記複数の画素のうちから上記移動先
候補画素を抽出する。
　上記移動元候補抽出部１５１は、上記処理装置（ＣＰＵ９１１）を用いて、上記得票率
算出部１４３が算出した複数の得票率に基づいて、上記複数の画素のうちから上記移動元
候補画素を抽出する。
【０１３４】
　この実施の形態における移動目標検出装置１００によれば、集計得票数を最大得票数で
割った得票率に基づいて、移動元候補抽出部１５１及び移動先候補抽出部１５２が、移動
元候補画素及び移動先候補画素を抽出するので、画像内の位置によって最大得票数が異な
る画素間の得票を正しく比較することができ、目標画素抽出の信頼性を高めることができ
る。
【０１３５】
　この実施の形態における移動先候補抽出部１５２は、上記処理装置（ＣＰＵ９１１）を
用いて、上記複数の画素のうちから、上記得票率算出部１４３が算出した得票率が所定の
移動先閾値より大きい画素を抽出して、上記移動先候補画素とする。
　上記移動元候補抽出部１５１は、上記処理装置（ＣＰＵ９１１）を用いて、上記複数の
画素のうちから、上記得票率算出部１４３が算出した得票率が所定の移動先閾値より小さ
い画素を抽出して、上記移動元候補画素とする。
【０１３６】
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　この実施の形態における移動目標検出装置１００によれば、得票率が移動先閾値より大
きい画素を、移動先候補抽出部１５２が移動先候補画素として抽出し、得票率が移動元閾
値より小さい画素を、移動元候補抽出部１５１が移動元候補画素として抽出するので、画
像に写っている背景の影響を小さくすることができ、目標画素検出の信頼性を高めること
ができる。
【０１３７】
　この実施の形態における移動目標検出装置１００は、更に、近接移動先候補抽出部１６
２と、近接移動元候補抽出部１６１と、近接目標抽出部１６３とを有する。
　上記近接移動先候補抽出部１６２は、上記処理装置（ＣＰＵ９１１）を用いて、上記目
標抽出部１５３が抽出した目標画素の近傍に位置する複数の目標近傍画素のうちから、上
記得票率算出部１４３が算出した得票率が上記所定の移動先閾値よりも小さい近接移動先
閾値より大きい画素を抽出して、近接移動先候補画素とする。
　上記近接移動元候補抽出部１６１は、上記処理装置（ＣＰＵ９１１）を用いて、上記複
数の目標近傍画素のうちから、上記得票率算出部１４３が算出した得票率が上記所定の移
動元閾値よりも大きい近接移動元閾値より小さい画素を抽出して、近接移動元候補画素と
する。
　上記近接目標抽出部１６３は、上記処理装置（ＣＰＵ９１１）を用いて、上記近接移動
先候補抽出部１６２が抽出した近接移動先候補画素のうちから、上記近接移動先候補画素
の近傍に位置する複数の近接近傍画素のなかに上記近接移動元候補抽出部１６１が抽出し
た近接移動元候補画素が存在する近接移動先候補画素を抽出して、目標画素とする。
【０１３８】
　この実施の形態における移動目標検出装置１００によれば、目標抽出部１５３が抽出し
た目標画素の近傍について、得票率が近接移動先閾値より大きい画素を、近接移動先候補
抽出部１６２が近接移動先候補画素として抽出し、得票率が近接移動元閾値より小さい画
素を、近接移動元候補抽出部１６１が近接移動元候補画素として抽出するので、互いに近
接している複数の目標画素を検出することができるという効果を奏する。
【０１３９】
　この実施の形態における近傍選択部１３８は、上記処理装置（ＣＰＵ９１１）を用いて
、上記中心選択部１３１が選択した複数の中心画素の各中心画素について、上記中心画素
を中心とする矩形範囲内の複数の画素を選択して、上記複数の中心近傍画素とする。
【０１４０】
　この実施の形態における移動目標検出装置１００によれば、中心画素を中心とする矩形
範囲内の画素を中心近傍画素として、増加選択部１３３が評価増加画素を選択するので、
画素の座標に基づいて、評価増加画素を選択でき、高速に処理をすることができるという
効果を奏する。
【０１４１】
　この実施の形態における近傍選択部１３８は、上記処理装置（ＣＰＵ９１１）を用いて
、上記中心選択部１３１が選択した複数の中心画素の各中心画素について、上記中心画素
からの距離が所定の画素数以内の複数の画素を選択して、上記複数の中心近傍画素とする
。
【０１４２】
　この実施の形態における移動目標検出装置１００によれば、中心画素からの距離が所定
の画素数以内の画素を中心近傍画素として、増加選択部１３３が評価増加画素を選択する
ので、的確に評価増加画素を選択することができるという効果を奏する。
【０１４３】
　この実施の形態における中心選択部１３１は、上記処理装置（ＣＰＵ９１１）を用いて
、上記複数の画素のうちから、上記複数の中心近傍画素が上記画像内に収まる複数の画素
を上記複数の中心画素とする。
【０１４４】
　この実施の形態における移動目標検出装置１００によれば、中心近傍画素が画像内に収
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まる画素を中心画素とするので、すべての中心画素について、中心近傍画素の数が等しく
なり、増加選択部１３３がある画素を評価増加画素として選択したことの重みも均等とな
る。このため、目標画素検出の信頼性を高めることができる。
【０１４５】
　この実施の形態における移動目標検出装置１００は、更に、データを入力する入力装置
（通信装置９１５）と、画像入力部１１１とを有する。
　上記画像入力部１１１は、上記入力装置（通信装置９１５）を用いて、所定の周期に一
枚の割合で画像を表わす画像データを入力する。
　上記画像記憶部１１２は、上記記憶装置（磁気ディスク装置９２０）を用いて、上記画
像入力部１１１が入力した画像データを蓄積して記憶し、記憶した画像データのうちの一
つを上記第一の画像データとし、上記第一の画像データの次に上記画像入力部１１１が入
力して記憶した画像データを上記第二の画像データとする。
【０１４６】
　この実施の形態における移動目標検出装置１００によれば、時系列的に前後する二つの
画像を表わす二つの画像データに基づいて、目標画素を検出するので、移動している目標
が写っている目標画素を、検出することができるという効果を奏する。
【０１４７】
　この実施の形態における移動目標検出装置１００は、コンピュータを移動目標検出装置
１００として機能させるコンピュータプログラムを、コンピュータが実行することにより
、実現することができる。
【０１４８】
　この実施の形態における移動目標検出装置１００としてコンピュータを機能させるコン
ピュータプログラムによれば、移動により写っている画素が変化した目標を検出するとと
もに、欠陥画素を誤検出しない移動目標検出装置１００を実現することができるという効
果を奏する。
【０１４９】
　この実施の形態における移動目標検出装置１００が、上記記憶装置（磁気ディスク装置
９２０）が記憶した第一の画像を表わす第一の画像データと、第二の画像を表わす第二の
画像データとに基づいて、移動する目標を検出する移動目標検出方法は、以下の工程を有
する。
　上記処理装置（ＣＰＵ９１１）が、上記記憶装置（磁気ディスク装置９２０）が記憶し
た二つの画像データが表わす二つの画像に基づいて、上記画像に含まれる複数の画素のう
ちから輝度が増加した画素を抽出して、移動先候補画素とする。
　上記処理装置（ＣＰＵ９１１）が、上記記憶装置（磁気ディスク装置９２０）が記憶し
た二つの画像データが表わす二つの画像に基づいて、上記画像に含まれる複数の画素のう
ちから輝度が減少した画素を抽出して、移動元候補画素とする。
　上記処理装置（ＣＰＵ９１１）が、抽出した移動先候補画素と、抽出した移動元候補画
素とに基づいて、上記移動先候補画素のうちからペアとなる移動元候補画素が存在する画
素を抽出して、目標画素とする。
【０１５０】
　この実施の形態における移動目標検出方法によれば、移動により写っている画素が変化
した目標を検出するとともに、欠陥画素を誤検出しないという効果を奏する。
【０１５１】
　なお、この実施の形態では、近傍距離などのパラメータをパラメータ入力部１２１が入
力するものとして説明したが、近傍距離などのパラメータは、あらかじめ近傍距離記憶部
１２２などが記憶しておいてもよい。
【０１５２】
　以上説明した移動目標検出装置１００の動作を、要約して説明する。
【０１５３】
　まず、投票範囲設定部（パラメータ入力部１２１）が、画素値変動画素探索範囲（中心
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近傍範囲、投票範囲）を設定する。投票範囲（中心近傍範囲）は、画素Ａを中心（中心画
素）として、縦横の画素数を同じとする（Ｘ軸方向画素数とＹ軸方向画素数が同じ）任意
の探索範囲のことである。この投票範囲（中心近傍範囲）は、入力画像のサイズや、画像
の種類によって変更することが可能である。
　次に、投票範囲確保可能画素抽出部（中心選択部１３１）が、連続して入力される画像
の最初の画像（第１フレーム）に対し、投票範囲の確保が可能な画素（中心画素となり得
る画素）を抽出する。これは、投票範囲が固定であるため、入力される画像の端部では投
票範囲の確保ができないため、このような中心画素となり得ない画素に対して中心画素を
割当てる処理を行うことを避けるためである。
【０１５４】
　次に、フレーム間評価値差分算出部（増分算出部１３２）が、第１フレーム評価値（第
一の画像における画素の輝度）と、第２フレーム評価値（第二の画像における画素の輝度
）を比較し、同一画素を中心画素に持つ投票範囲同士でその差分（輝度増分）を計算する
。
　次に、フレーム間評価値差分最大値画素探索部（増加選択部１３３）、フレーム間評価
値差分最小値画素探索部（減少選択部１３５）が、投票範囲（中心近傍範囲）内のフレー
ム間評価値差分値（輝度増分）の、最大値画素（評価増加画素）と最小値画素（評価減少
画素）を探索する。
　次に、フレーム間評価値差分最大値画素正票投票部（増加得票数算出部１３４）、フレ
ーム間評価値差分最小値画素負票投票部（減少得票数算出部１３６）が、投票範囲（中心
近傍範囲）内のフレーム間評価値差分最大値画素（評価増加画素）にプラス票を１票、フ
レーム間評価値差分最小値画素（評価減少画素）にマイナス票を１票入れる。このどちら
でもない画素には何もしない（±ゼロの扱い）。
　これらの処理を、第２フレーム内の全ての中心画素に対して行う。
【０１５５】
　次に、フレーム間の全ての画素への投票処理終了後、フレーム間評価値差分正負投票画
素得票率変換部（得票率算出部１４３）が、各画素の得票数（集計得票数）を、その画素
が得票し得る最大得票数に対する得票率に変換する。これは、同じフレーム内の画素でも
、端部と中心部では投票範囲の配置の関係上、最大得票数が異なるため、評価基準を一定
にするために行うものである。
　投票範囲のサイズによって、フレーム内の各画素の最大得票数が異なるので、フレーム
間評価値差分正負投票画素得票率変換部（得票率算出部１４３）の処理に先立って、フレ
ーム間評価値差分正負投票画素最大得票数算出部（最大得票数算出部１４１）が、最大得
票数を算出する。
【０１５６】
　次に、フレーム間評価値差分正負投票画素得票率閾値処理部（移動元候補抽出部１５１
、移動先候補抽出部１５２）が、フレーム間評価値差分正負投票画素得票率（得票率）に
対し、プラスの得票率、マイナスの得票率共に、任意の得票率（移動先閾値、移動元閾値
）を使った閾値処理を行い、得票率の絶対値が少ない画素を排除する。
　次に、抽出画素距離内正負対画素探索部（目標抽出部１５３）が、フレーム間評価値差
分正負投票画素得票率閾値処理部（移動元候補抽出部１５１、移動先候補抽出部１５２）
により抽出されたプラス値画素（移動先候補画素）とマイナス値画素（移動元候補画素）
をペアで探索する。抽出画素距離内正負対画素探索部（目標抽出部１５３）は、プラス値
画素（移動先候補画素）とマイナス値画素（移動元候補画素）とが、離隔範囲（候補近傍
範囲）内にあるときに、ペアであるとみなす。離隔範囲（候補近傍範囲）は、最大許容離
隔距離（判定距離、抽出画素距離）に基づいて定まるものであり、抽出画素距離（判定距
離）は、抽出画素距離設定部（パラメータ入力部１２１、判定距離記憶部１２５）が設定
する。抽出画素距離（判定距離）は、目標の速度や入力画像のフレーム間隔によって任意
に変更可能である。また、抽出画素距離を注目画素の周辺（上下左右全体）に設定するこ
とにより、目標のあらゆる動きに対応することが可能となる。
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　次に、移動目標画素抽出部（目標抽出部１５３）が、抽出画素距離内正負対画素探索部
（目標抽出部１５３）で探索されたペアの画素のうち、プラス値画素（移動先候補画素）
を、現時刻の目標が存在している画素として抽出し、二値化処理することで、移動目標画
素（目標画素）を抽出する。
【０１５７】
　以上のようにして、移動目標検出装置１００は、背景に空や雲、陸地といった温度差の
ばらつきがあるような複雑で、連続して入力される画像中に存在する、大きさは１画素程
度の微小サイズで、且つ、背景の輝度の頻度分布と目標の輝度の頻度分布が一部重なるよ
うな、目標の輝度レベルが背景の輝度レベルに対して十分大きいとは言えないような低Ｓ
／Ｎ信号であり、フレーム間で１画素以上移動する目標の検出を可能とする。
【０１５８】
　以上説明した移動目標検出装置１００は、画像中に存在する目標の検出処理において、
１時刻前に入力された第１フレームの画像と、現在入力された第２フレームの画像を比較
し、画素値が増加している画素と、画素値が減少している画素をペアで検出する。
　これにより、画像中に存在する微小且つ低Ｓ／Ｎな移動目標の検出が可能となる。
【０１５９】
　以上説明した移動目標検出装置１００によれば、青空や雲、陸地などが同時に存在する
複雑な背景を持つ画像が連続して入力されるレーダなどのセンサからなる観測装置を用い
て、低い信号強度且つ入力画像内での大きさが１画素程度の微小目標である、航空機、船
舶、車両などの複数の移動体の目標物を、正確に検出することを可能となる。
【０１６０】
　以上説明した移動目標検出装置１００は、入力された画像に対し、画素値変動画素探索
範囲（中心近傍範囲、投票範囲）として、画素Ａ（中心画素）を中心として縦横の画素数
を同じとする任意の探索範囲を設定する投票範囲設定部（パラメータ入力部１２１、近傍
距離記憶部１２２）を持つ。
【０１６１】
　以上説明した移動目標検出装置１００は、入力画像のサイズや画像の種類によって、画
素値変動画素探索範囲（中心近傍範囲、投票範囲）の大きさを変更することができる。
【０１６２】
　以上説明した移動目標検出装置１００は、入力された画像に対し、投票範囲（中心近傍
範囲）の確保が可能な画素（中心画素となり得る画素）のみを抽出し、中心画素となり得
ない画素に対しては中心画素を割当てる処理を行うことを避ける投票範囲確保可能画素抽
出部（中心選択部１３１）を持つ。
【０１６３】
　以上説明した移動目標検出装置１００は、１時刻前に入力された画像の画素の輝度と、
現時刻に入力された画像の画素の輝度とを比較し、同一画素を中心画素に持つ投票範囲（
中心近傍範囲）同士でその差分（輝度増分）を計算するフレーム間評価値差分算出部（増
分算出部１３２）を持つ。
【０１６４】
　以上説明した移動目標検出装置１００は、算出された投票範囲（中心近傍範囲）内のフ
レーム間評価値差分値（輝度増分）の最大値画素（評価増加画素）と最小値画素（評価減
少画素）を探索するフレーム間評価値差分最大値画素探索部（増加選択部１３３）とフレ
ーム間評価値差分最小値画素探索部（減少選択部１３５）を持つ。
【０１６５】
　以上説明した移動目標検出装置１００は、探索されたフレーム間評価値差分最大値画素
（評価増加画素）と、フレーム間評価値差分最小値画素（評価減少画素）に対し、フレー
ム間評価値差分最大値画素（評価増加画素）にはプラス票を１票入力し、フレーム間評価
値差分最小値画素（評価減少画素）にはマイナス票を１票入力するフレーム間評価値差分
最大値画素正票投票部（増加得票数算出部１３４）とフレーム間評価値差分最小値画素負
票投票部（減少得票数算出部１３６）を持つ。
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【０１６６】
　以上説明した移動目標検出装置１００は、算出されたフレーム間評価値差分最大値画素
正票数（増加得票数）と、フレーム間評価値差分最小値画素負票数（減少得票数）のそれ
ぞれの得票数を、その画素が得票し得る最大得票数に対する得票率に変換するフレーム間
評価値差分正負投票画素得票率変換部（得票率算出部１４３）を持つ。
【０１６７】
　以上説明した移動目標検出装置１００は、フレーム間評価値差分正負投票画素得票率（
得票率）を算出する際に使用される、フレーム内の各画素の最大得票数を算出するフレー
ム間評価値差分正負投票画素最大得票数算出部（最大得票数算出部１４１）を持つ。
【０１６８】
　以上説明した移動目標検出装置１００は、算出されたフレーム間評価値差分正負投票画
素得票率（得票率）に対し、任意の得票率（移動先閾値、移動元閾値）をもって閾値処理
を行い、得票率の高い画素（移動元候補画素、移動先候補画素）を抽出するフレーム間評
価値差分正負投票画素得票率閾値処理部（移動元候補抽出部１５１、移動先候補抽出部１
５２）を持つ。
【０１６９】
　以上説明した移動目標検出装置１００は、フレーム間評価値差分正負投票画素得票率閾
値処理後に抽出されたプラス値画素（移動先候補画素）とマイナス値画素（移動元候補画
素）をペアで探索する際に、ペアであるとみなす最大許容離隔距離（判定距離、抽出画素
距離）を設定する抽出画素距離設定部（パラメータ入力部１２１、判定距離記憶部１２５
）を持つ。
【０１７０】
　以上説明した移動目標検出装置１００は、目標の速度や入力画像のフレーム間隔によっ
て、抽出画素距離（判定距離）を任意に変更することができる。
【０１７１】
　以上説明した移動目標検出装置１００は、抽出画素距離（候補近傍範囲）を注目画素（
移動先候補画素）の周辺（上下左右全方向）に設定する。
　これにより、目標のあらゆる動きに対応することが可能となる。
【０１７２】
　以上説明した移動目標検出装置１００は、フレーム間評価値差分正負投票画素得票率閾
値処理後に抽出されたプラス値画素（移動先候補画素）とマイナス値画素（移動元候補画
素）を、設定した抽出画素距離（判定距離）を用いてプラス値画素（移動先候補画素）と
マイナス値画素（移動元候補画素）をペアで探索する抽出画素距離内正負対画素探索部（
目標抽出部１５３）を持つ。
【０１７３】
　以上説明した移動目標検出装置１００は、抽出画素距離内正負対画素探索部（目標抽出
部１５３）によって探索されたプラス値画素（移動先候補画素）とマイナス値画素（移動
元候補画素）のペアのうち、プラス値画素（移動先候補画素）を抽出し、移動目標画素（
目標画素）であるとする移動目標画素抽出部（目標抽出部１５３）を持つ。
【０１７４】
　以上説明した移動目標検出装置１００によれば、背景に雲が存在したりするなど、背景
領域が所定の均一さを持たない場合でも、目標を検出することができる。
　また、背景の輝度の頻度分布と目標の輝度の頻度分布が一部で重なるような、目標の輝
度レベルが背景の輝度レベルに比べて十分に大きくない場合であっても、目標を検出し損
なったり、背景を誤検出したりすることがない。
　更に、背景の均一さを評価するための基準値を決定する必要がなく、目標を検出するた
めの基準値を決定する際に、背景の状態や目標と背景の輝度差などの先見的な知識を必要
としない。
　また、点滅欠陥画素や固定欠陥画素といった欠陥画素による高輝度なノイズがある場合
、これらのノイズを除去することができる。
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　また、画像内でピーク画素とならない程度の、輝度レベルが背景の輝度レベルと比較し
ても十分に低いような目標であっても、検出することができる。
　更に、入力される画像内での目標を占める画素が１画素程度の微小目標であり、目標の
輝度の頻度分布が背景の輝度の頻度分布に埋もれてしまう場合であっても、目標を検出す
ることができる。
【０１７５】
　欠陥画素には、定常的に同じ異常輝度を出力する固定欠陥画素と、非定常的に異常輝度
を出力する点滅欠陥画素とがある。点滅欠陥画素は、あるときは正常な輝度のように動作
する一方、他のあるときは異常輝度を出力する等、非定常的な振る舞いをし、その輝度変
動には周期性や規則性がほぼない。
　以上説明した移動目標検出装置１００によれば、点滅欠陥画素を目標画素と誤検出する
ことがないので、出力画像を人間が目視確認することによって点滅欠陥画素の位置をおお
よそ特定し、除去するといった作業が必要ない。
【０１７６】
　以上説明した移動目標検出装置１００によれば、移動目標なしとの結果が導かれた場合
は、前時刻に検出された目標を表示することで、目標が停止しているとの表示が可能とな
る。
【０１７７】
　以上説明した移動目標検出装置１００によれば、入力画像の背景領域の種類に左右され
ず、どのような背景画像でも対応でき、また、目標領域が１画素程度の極めて小さい目標
であっても検出することが可能である。更に、入力画像内に目標と同時に欠陥画素が入力
されるような状況下でも、欠陥画素を目標と誤認識することなく、移動目標のみを検出す
ることが可能である。
【０１７８】
　実施の形態２．
　実施の形態２について、図１５～図１６を用いて説明する。
　なお、実施の形態１で説明した移動目標検出装置１００と共通する部分については、同
一の符号を付し、説明を省略する。
【０１７９】
　この実施の形態では、移動目標検出装置１００が、目標抽出部１５３や近接目標抽出部
１６３が抽出した目標画素をそのまま出力するのではなく、過去に抽出した目標画素と、
今回抽出した目標画素とを比較して、目標画素の信頼性を評価し、評価した結果に基づい
て抽出した目標画素を出力する。
【０１８０】
　目標記憶部１７２は、磁気ディスク装置９２０を用いて、目標画素データに加え、記憶
した各目標画素データについて、その目標画素データが表わす目標画素の信頼度を表わす
データ（以下「信頼度データ」と呼ぶ。）を記憶する。信頼度とは、その目標画素に目標
が写っている確からしさを表わす数値である。例えば、目標抽出部１５３や近接目標抽出
部１６３は、目標画素の輝度増分や得票率に基づいて、その目標画素の信頼度を算出する
。
【０１８１】
　目標抽出部１５３や近接目標抽出部１６３が新たに抽出した目標画素データを記憶する
のに先立ち、目標記憶部１７２は、ＣＰＵ９１１を用いて、現在記憶している古い目標画
素データが表わす各目標画素について、信頼度を下げる。例えば、目標記憶部１７２は、
ＣＰＵ９１１を用いて、記憶した信頼度データが表わす信頼度から所定の値を減算し、あ
るいは、信頼度に所定の値（０超１未満）を乗算することにより、信頼度を下げる。目標
記憶部１７２は、ＣＰＵ９１１を用いて、下げた信頼度を表わす信頼度データを生成し、
磁気ディスク装置９２０を用いて、生成した信頼度データを記憶する。
【０１８２】
　目標更新部１７１は、ＣＰＵ９１１を用いて、目標記憶部１７２が記憶した古い目標画
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素データと、目標抽出部１５３や近接目標抽出部１６３が出力した新しい目標画素データ
とを入力する。目標更新部１７１は、ＣＰＵ９１１を用いて、入力した古い目標画素デー
タと新しい目標画素データとに基づいて、新しい目標画素データが表わす新しい目標画素
とペアになっている移動元候補画素が、古い目標画素データが表わす古い目標画素と一致
するか否かを判定する。
【０１８３】
　移動元候補画素が古い目標画素と一致すると判定した場合、目標更新部１７１は、ＣＰ
Ｕ９１１を用いて、その古い目標画素について目標記憶部１７２が記憶した信頼度データ
を入力し、入力した信頼度データが表わす古い目標画素の信頼度を上げる。例えば、目標
更新部１７１は、ＣＰＵ９１１を用いて、信頼度に所定の値を加算し、あるいは、信頼度
に所定の値（１超）を乗算することにより、信頼度を上げる。目標更新部１７１は、上げ
た信頼度を、その古い目標画素と一致した移動元候補画素とペアになっている新しい目標
画素の信頼度とし、ＣＰＵ９１１を用いて、上げた信頼度を表わす信頼度データを生成す
る。
　また、目標更新部１７１は、ＣＰＵ９１１を用いて、その古い目標画素を表わす目標画
素データと、その古い目標画素の信頼度を表わす信頼度データとを、目標記憶部１７２か
ら削除する。
【０１８４】
　移動元候補画素が古い目標画素と一致しないと判定した場合、目標更新部１７１は、Ｃ
ＰＵ９１１を用いて、新しい目標画素の信頼度を算出する。例えば、目標更新部１７１は
、所定の初期値を、新しい目標画素の信頼度とする。目標更新部１７１は、ＣＰＵ９１１
を用いて、算出した信頼度を表わす信頼度データを生成する。
【０１８５】
　移動元候補画素が古い目標画素と一致すると判定したか否かにかかわらず、目標更新部
１７１は、ＣＰＵ９１１を用いて、入力した新しい目標画素データと、生成した信頼度デ
ータとを出力する。
　目標記憶部１７２は、ＣＰＵ９１１を用いて、目標更新部１７１が出力した目標画素デ
ータと信頼度データとを入力する。目標記憶部１７２は、磁気ディスク装置９２０を用い
て、既に記憶している古い目標画素データと信頼度データとに加えて、入力した新しい目
標画素データと信頼度データとを記憶する。
【０１８６】
　更に、目標記憶部１７２は、ＣＰＵ９１１を用いて、記憶した信頼度データが表わす信
頼度と、所定の閾値（以下「削除閾値」と呼ぶ。）とを比較する。目標記憶部１７２は、
ＣＰＵ９１１を用いて、信頼度が削除閾値よりも下がった目標画素について、その目標画
素を表わす目標画素データと、その目標画素の信頼度を表わす信頼度データとを削除する
。
【０１８７】
　目標の移動により目標が写っている画素が変化しなければ、目標抽出部１５３（及び近
接目標抽出部１６３）は目標を検出しない。そこで、目標抽出部１５３（及び近接目標抽
出部１６３）が抽出した目標画素のなかに、目標記憶部１７２が記憶した古い目標画素に
対応するものがなければ、その目標が写っている目標画素が変化しなかったものとして、
目標記憶部１７２は、古い目標画素データを保持し続ける。その代わり、目標記憶部１７
２は、古い目標画素の信頼度を少しずつ下げていき、削除閾値よりも信頼度が下がった場
合には、その目標を見失ったものとして、目標画素データを削除する。
【０１８８】
　なお、新たに検出した目標については、誤検出である可能性があるため、目標更新部１
７１は、ＣＰＵ９１１を用いて、移動元候補画素が古い目標画素と一致しないと判定した
目標画素について、削除閾値と等しい値もしくは削除閾値を少しだけ上回る値を、その目
標画素の信頼度とする構成としてもよい。削除閾値よりも高い値をその目標画素の信頼度
とする場合、目標更新部１７１は、ＣＰＵ９１１を用いて、目標抽出部１５３（または近



(35) JP 4999788 B2 2012.8.15

10

20

30

40

50

接目標抽出部１６３）が算出した信頼度に基づいて、削除閾値よりどの程度高い値をその
目標画素の信頼度とするかを決定する構成としてもよい。
　これにより、次の検出時にその目標画素に連続する目標画素が検出されなれば、目標記
憶部１７２がその目標画素の信頼度を下げ、信頼度が削除閾値を下回るので、目標更新部
１７１がその目標画素を表わす目標画素データを削除する。したがって、誤検出された目
標をいつまでも保持せず、すぐに削除することができる。
【０１８９】
　また、画像のノイズレベルが高いなど、目標が写っている画素が変化しても、目標抽出
部１５３（または近接目標抽出部１６３）が目標画素を抽出しない可能性がある場合には
、古い目標画素データをそのまま残すのではなく、目標更新部１７１が、ＣＰＵ９１１を
用いて、過去の画像における目標画素の動きから、今回の画像内で目標が写っている画素
を推定し、目標記憶部１７２が、磁気ディスク装置９２０を用いて、目標更新部１７１が
推定した画素を目標画素とする目標画素データを記憶する構成としてもよい。
【０１９０】
　目標出力部１７３は、ＣＰＵ９１１を用いて、目標記憶部１７２が記憶した目標画素デ
ータを入力する。目標出力部１７３は、通信装置９１５を用いて、入力した目標画素デー
タを出力する。
【０１９１】
　なお、目標出力部１７３は、ＣＰＵ９１１を用いて、目標記憶部１７２が記憶した信頼
度データを入力し、入力した信頼度データに基づいて、入力した目標画素データが表わす
目標画素についての信頼度と、所定の閾値（以下「出力閾値」と呼ぶ。）とを比較し、信
頼度が出力閾値より低い目標画素については、目標画素データを出力せず、信頼度が出力
閾値以上である目標画素についてのみ、目標画素データを出力する構成としてもよい。当
然のことながら、出力閾値は、削除閾値以上の値に設定する。
　これにより、信頼度が低く、誤検出であってすぐに削除されてしまう可能性が高い目標
については、目標出力部１７３が目標画素データを出力せず、何回か連続して検出される
などして信頼度が高くなった目標についてのみ、目標出力部１７３が目標画素データを出
力するので、誤検出の目標を除去することができる。
【０１９２】
　図１５は、この実施の形態における移動目標検出装置１００が、検出した目標画素を出
力する目標出力処理Ｓ５８０の流れの一例を示すフローチャート図である。
【０１９３】
　信頼度繰り返し工程Ｓ５８１において、目標記憶部１７２は、ＣＰＵ９１１を用いて、
記憶した目標画素データに基づいて、すべての古い目標画素のなかから、目標画素を一つ
ずつ選択する。目標記憶部１７２は、選択した目標画素について、信頼度更新工程Ｓ５８
２から目標削除工程Ｓ５８３までの処理をする。これを、すべての古い目標画素について
繰り返す。
【０１９４】
　信頼度更新工程Ｓ５８２において、目標記憶部１７２は、ＣＰＵ９１１を用いて、記憶
した目標画素データに基づいて、信頼度繰り返し工程Ｓ５８１で選択した目標画素につい
ての信頼度を一定の割合で低下させる。目標記憶部１７２は、磁気ディスク装置９２０を
用いて、低下させた信頼度を表わす信頼度データを含む目標画素データを記憶する。
【０１９５】
　信頼度繰り返し判定工程Ｓ５８３において、目標記憶部１７２は、ＣＰＵ９１１を用い
て、すべての古い目標画素についての処理が終わったか否かを判定する。
　まだ処理していない古い目標画素があると判定した場合、目標記憶部１７２は、ＣＰＵ
９１１を用いて、信頼度繰り返し工程Ｓ５８１に戻り、次の古い目標画素を選択する。
　すべての古い目標画素についての処理が終わったと判定した場合、目標記憶部１７２は
、ＣＰＵ９１１を用いて、更新繰り返し工程Ｓ５８４へ進む。
【０１９６】
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　更新繰り返し工程Ｓ５８４において、目標更新部１７１は、ＣＰＵ９１１を用いて、目
標判定工程Ｓ５６６で目標抽出部１５３が記憶した目標画素データと、近接目標判定工程
Ｓ５７７で近接目標抽出部１６３が記憶した目標画素データとに基づいて、目標抽出部１
５３または近接目標抽出部１６３が抽出したすべての目標画素のなかから、目標画素を一
つずつ選択する。目標更新部１７１は、選択した目標画素について、連続判定工程Ｓ５８
５から目標更新工程Ｓ５８８までの処理をする。これを、すべての目標画素について繰り
返す。
【０１９７】
　連続判定工程Ｓ５８５において、目標更新部１７１は、ＣＰＵ９１１を用いて、目標記
憶部１７２が記憶した古い目標画素データに基づいて、古い目標画素のなかに、更新繰り
返し工程Ｓ５８４で選択した目標画素とペアの移動元候補画素と一致する画素があるか判
定する。
　古い目標画素のなかに、選択した目標画素とペアの移動元候補画素と一致する画素があ
ると判定した場合、目標更新部１７１は、ＣＰＵ９１１を用いて、旧画素削除工程Ｓ５８
６へ進む。
　古い目標画素のなかに、選択した目標画素とペアの移動元候補画素と一致する画素がな
いと判定した場合、目標更新部１７１は、ＣＰＵ９１１を用いて、信頼度算出工程Ｓ５８
７へ進む。
【０１９８】
　旧画素削除工程Ｓ５８６において、目標更新部１７１は、ＣＰＵ９１１を用いて、更新
繰り返し工程Ｓ５８４で選択した目標画素とペアの移動元候補画素と一致すると連続判定
工程Ｓ５８５で判定した古い目標画素を表わす目標画素データを、目標記憶部１７２から
削除する。
【０１９９】
　信頼度算出工程Ｓ５８７において、目標更新部１７１は、ＣＰＵ９１１を用いて、選択
した目標画素について、信頼度を算出する。
【０２００】
　目標更新工程Ｓ５８８において、目標記憶部１７２は、磁気ディスク装置９２０を用い
て、更新繰り返し工程Ｓ５８４で目標更新部１７１が選択した目標画素を表わす目標画素
データと、信頼度算出工程Ｓ５８７で目標更新部１７１が算出した信頼度を表わす信頼度
データとを記憶する。
【０２０１】
　更新繰り返し判定工程Ｓ５８９において、目標更新部１７１は、ＣＰＵ９１１を用いて
、すべての目標画素についての処理が終わったか否かを判定する。
　まだ処理していない目標画素があると判定した場合、目標更新部１７１は、ＣＰＵ９１
１を用いて、更新繰り返し工程Ｓ５８４に戻り、次の目標画素を選択する。
　すべての目標画素についての処理が終わったと判定した場合、出力繰り返し工程Ｓ５９
１へ進む。
【０２０２】
　出力繰り返し工程Ｓ５９０において、目標記憶部１７２は、ＣＰＵ９１１を用いて、記
憶した目標画素データに基づいて、すべての目標画素のなかから、目標画素を一つずつ選
択する。目標記憶部１７２は、選択した目標画素について、削除判定工程Ｓ５９１から目
標出力工程Ｓ５９３までの処理をする。これを、すべての目標画素について繰り返す。
【０２０３】
　削除判定工程Ｓ５９１において、目標記憶部１７２は、ＣＰＵ９１１を用いて、出力繰
り返し工程Ｓ５９０で選択した目標画素の信頼度と、削除閾値及び出力閾値（≧削除閾値
）とを比較する。
　選択した目標画素の信頼度が削除閾値未満であると判定した場合、目標記憶部１７２は
、ＣＰＵ９１１を用いて、目標削除工程Ｓ５９２へ進む。
　選択した目標画素の信頼度が出力閾値以上であると判定した場合、目標記憶部１７２は
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、ＣＰＵ９１１を用いて、目標出力工程Ｓ５９３へ進む。
【０２０４】
　目標削除工程Ｓ５９２において、目標記憶部１７２は、ＣＰＵ９１１を用いて、記憶し
た目標画素データのうちから、出力繰り返し工程Ｓ５９０で選択した目標画素についての
目標画素データを削除する。
　その後、出力繰り返し判定工程Ｓ５９４へ進む。
【０２０５】
　目標出力工程Ｓ５９３において、目標出力部１７３は、通信装置９１５を用いて、出力
繰り返し工程Ｓ５９０で目標記憶部１７２が選択した目標画素を表わす目標画素データを
出力する。
【０２０６】
　出力繰り返し判定工程Ｓ５９４において、目標記憶部１７２は、ＣＰＵ９１１を用いて
、すべての目標画素についての処理が終わったか否かを判定する。
　まだ処理していない目標画素があると判定した場合、目標記憶部１７２は、ＣＰＵ９１
１を用いて、出力繰り返し工程Ｓ５９０に戻り、次の目標画素を一つ選択する。
　すべての目標画素についての処理が終わったと判定した場合、目標出力処理を終了する
。
【０２０７】
　次に、具体例を用いて、移動目標検出装置１００の動作を説明する。
【０２０８】
　図１６は、この実施の形態における移動目標検出装置１００が抽出する目標画素の一例
を示す図である。
【０２０９】
　目標記憶部１７２は、磁気ディスク装置９２０を用いて、前回の抽出結果として、三つ
の目標画素４８１，４８２，４８３を表わす目標画素データを記憶している。
　また、目標記憶部１７２は、磁気ディスク装置９２０を用いて、目標画素４８１の信頼
度「３２」、目標画素４８２の信頼度「６７」、目標画素４８３の信頼度「３４」をそれ
ぞれ表わす信頼度データを記憶している。なお、削除閾値及び出力閾値は「３０」である
ものとする。
【０２１０】
　まず、目標記憶部１７２は、ＣＰＵ９１１を用いて、記憶した目標画素データが表わす
目標画素の信頼度を下げる。例えば、目標記憶部１７２は、一回につき信頼度を「５」ず
つ下げる。
　この例において、目標記憶部１７２は、目標画素４８１の信頼度を「２７」、目標画素
４８２の信頼度を「６２」、目標画素４８３の信頼度を「２９」とする。
【０２１１】
　目標更新部１７１は、ＣＰＵ９１１を用いて、目標記憶部１７２が記憶した前回の目標
画素と、目標抽出部１５３や近接目標抽出部１６３が抽出した今回の目標画素とに基づい
て、前回の目標画素のうち、今回の目標画素とペアとなる移動元候補画素（あるいは近接
移動元候補画素）と一致する目標画素を削除し、一致しない目標画素を残す。この例にお
いて、目標更新部１７１は、前回の目標画素４８１が、今回の目標画素４７１とペアとな
る移動元候補画素４５１と一致するので、前回の目標画素４８１を表わす目標画素データ
を目標記憶部１７２から削除する。また、目標更新部１７１は、前回の目標画素４８２，
４８３が、今回の目標画素４７１とペアとなる移動元候補画素４５１とも、今回の目標画
素４７２とペアとなる移動元候補画素４５４とも一致しないので、前回の目標画素４８２
，４８３を表わす目標画素データを残す。
【０２１２】
　目標更新部１７１は、ＣＰＵ９１１を用いて、目標抽出部１５３及び近接目標抽出部１
６３が抽出した今回の目標画素それぞれについて、信頼度を算出する。
　目標更新部１７１は、ＣＰＵ９１１を用いて、今回の目標画素のうち、ペアとなる移動
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元候補画素（あるいは近接移動元候補素）と一致する古い目標画素があった目標画素につ
いては、古い目標画素の信頼度を引き継いで、更に上乗せした値を信頼度とする。例えば
、目標更新部１７１は、古い目標画素の信頼度に「７」を加えて、新しい信頼度とする。
　また、目標更新部１７１は、ＣＰＵ９１１を用いて、今回の目標画素のうち、ペアとな
る移動元候補画素（あるいは近接移動元候補素）と一致する古い目標画素がなかった目標
画素については、例えば、削除閾値以上の所定の初期値「３２」を、信頼度とする。
　この例において、目標更新部１７１は、目標画素４７１については、古い目標画素４８
１の信頼度「３２」を引き継いで、信頼度を「３９」とし、目標画素４７２については、
初期値「３２」を信頼度とする。
　目標記憶部１７２は、磁気ディスク装置９２０を用いて、目標更新部１７１が削除しな
いで残した目標画素を表わす目標画素データに加えて、今回の抽出結果である目標画素を
表わす目標画素データを記憶する。
　この例において、目標記憶部１７２は、目標更新部１７１が残した二つの目標画素４８
２，４８３と、今回の目標画素４７１，４７２との合計四つの目標画素４７１，４７２，
４８２，４８４を表わす目標画素データを記憶する。
【０２１３】
　最後に、目標記憶部１７２は、ＣＰＵ９１１を用いて、記憶した目標画素データのうち
、信頼度が削除閾値より低い目標画素を表わす目標画素データを削除する。
　この例において、残っている四つの目標画素のうち、目標画素４７１の信頼度は「３９
」、目標画素４７２の信頼度は「３２」、目標画素４８２の信頼度は「６２」であるから
、削除閾値「３０」より大きく、目標記憶部１７２は、三つの目標画素４７１，４７２，
４８２を表わす目標画素データを削除せずに残す。
　これに対し、目標画素４８３の信頼度は「２９」であるから、目標記憶部１７２は、目
標画素４８３を表わす目標画素データを削除する。
【０２１４】
　この例では、削除閾値と出力閾値とが同じであるから、以上のようにして抽出された目
標画素を表わす目標画素データを、目標出力部１７３がすべて出力する。
【０２１５】
　出力閾値が削除閾値より大きい場合、目標出力部１７３は、目標記憶部１７２が記憶し
た目標画素データのうち、信頼度が出力閾値以上であるものだけを出力する。
　この例において、出力閾値が「３５」だとすると、目標出力部１７３は、抽出された三
つの目標画素４７１，４７２，４８２のうち、信頼度が出力閾値より大きい二つの目標画
素４７１，４８２を表わす目標画素データを出力する。
【０２１６】
　この実施の形態における移動目標検出装置１００は、更に、目標更新部１７１を有する
。
　上記増分算出部１３２は、上記処理装置（ＣＰＵ９１１）を用いて、上記画像入力部１
１１が画像を入力した場合に、上記画像入力部１１１が入力し上記画像記憶部１１２が記
憶した画像データのうち最新の画像データを上記第二の画像データとし、上記画像入力部
１１１が入力し上記画像記憶部１１２が記憶した画像データのうち二番目に新しい画像デ
ータを上記第一の画像データとして、上記複数の輝度増分を算出する。
　上記目標更新部１７１は、上記処理装置（ＣＰＵ９１１）を用いて、上記目標抽出部１
５３が前回抽出した目標画素のうちから、上記目標抽出部１５３が今回抽出した目標画素
とペアとなる移動元候補画素のなかに一致する画素がない目標画素を抽出する。
【０２１７】
　この実施の形態における移動目標検出装置１００によれば、前回抽出した目標画素のう
ち、今回抽出した目標画素とペアとなる移動元候補画素のなかに一致する画素がない画素
を、目標画素として抽出するので、目標の移動速度が遅く、目標が写っている画素が移動
しない場合であっても、目標画素を検出することができるという効果を奏する。
【０２１８】
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　以上説明した移動目標検出装置１００によれば、入力される画像のフレーム間隔が短い
場合や、目標の速度が遅く、フレーム間で目標が移動しない場合に、前時刻に検出された
目標を代用して表示するので、目標が停止しているとの表示が可能となる。
【０２１９】
　実施の形態３．
　実施の形態３について、図１７～図２１を用いて説明する。
【０２２０】
　図１７は、この実施の形態における移動目標検出装置１００の機能ブロックの構成の一
例を示すブロック構成図である。
　なお、実施の形態１または実施の形態２で説明した移動目標検出装置１００と共通する
部分については、同一の符号を付し、ここでは説明を省略する。
【０２２１】
　移動目標検出装置１００は、パラメータ入力部１２１に代えて、パラメータ算出部１１
３を有する。また、移動目標検出装置１００は、増分算出部１３２に代えて、評価値算出
部１４４、評価値記憶部１４５、評価値差分算出部１４６を有する。更に、移動目標検出
装置１００は、増加得票数算出部１３４、減少得票数算出部１３６を有さない。
【０２２２】
　パラメータ算出部１１３は、近傍距離などのパラメータをパラメータ入力部１２１が入
力する代わりに、ＣＰＵ９１１を用いて、画像入力部１１１が入力する画像データが表わ
す画像のサイズなどから、近傍距離などのパラメータを算出する。パラメータ算出部１１
３は、ＣＰＵ９１１を用いて、算出したパラメータを表わすデータを出力する。
　近傍距離記憶部１２２、移動元閾値記憶部１２３、移動先閾値記憶部１２４、判定距離
記憶部１２５、近接移動元閾値記憶部１２６、近接移動先閾値記憶部１２７、近接判定距
離記憶部１２８は、ＣＰＵ９１１を用いて、パラメータ算出部１１３が算出したそれぞれ
のパラメータを表わすデータを入力し、磁気ディスク装置９２０を用いて、記憶する。
　なお、実施の形態１と同様、パラメータ入力部１２１がこれらのパラメータを入力する
構成としてもよい。
【０２２３】
　評価値算出部１４４（第一評価値算出部、第二評価値算出部）は、ＣＰＵ９１１を用い
て、画像記憶部１１２が記憶した画像データのなかから、最新の画像データを入力する。
評価値算出部１４４は、ＣＰＵ９１１を用いて、近傍選択部１３８が出力した近傍画素デ
ータを入力する。評価値算出部１４４は、ＣＰＵ９１１を用いて、入力した画像データと
近傍画素データとに基づいて、中心選択部１３１が選択した複数の中心画素の各中心画素
について近傍選択部１３８が選択した複数の中心近傍画素の各中心近傍画素について、中
心近傍画素の輝度から中心画素の輝度を差し引いた差（以下「輝度評価値」と呼ぶ。）を
それぞれ算出する。評価値算出部１４４は、中心画素と、その中心画素を中心とする中心
近傍範囲内の画素とのペア一つにつき、一つの輝度評価値を算出する。一つの中心画素に
対して近傍選択部１３８が選択する中心近傍画素がｐ個あるとすると、評価値算出部１４
４は、一つの中心画素について、ｐ個の中心近傍画素と一対一に対応するｐ個の輝度評価
値を算出する。中心選択部１３１が選択した中心画素が全部でｑ個あるとすると、評価値
算出部１４４は、ｑ個の中心画素それぞれについてｐ個の輝度評価値を算出するので、増
分算出部１３２は、全部でｐ×ｑ個の輝度評価値を算出する。評価値算出部１４４は、Ｃ
ＰＵ９１１を用いて、算出した複数の輝度評価値を表わすデータ（以下「輝度評価値デー
タ」と呼ぶ。）を出力する。
【０２２４】
　評価値記憶部１４５は、ＣＰＵ９１１を用いて、評価値算出部１４４が出力した輝度評
価値データを入力する。評価値記憶部１４５は、磁気ディスク装置９２０を用いて、入力
した輝度評価値データを記憶する。なお、評価値記憶部１４５は、磁気ディスク装置９２
０を用いて、少なくとも一つ前の画像データについての輝度評価値データを保持する。例
えば、評価値記憶部１４５は、一つ前の画像データについての輝度評価値データと、最新
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の画像データについての輝度評価値データとを記憶し、評価値算出部１４４が次の画像デ
ータについての輝度評価値データを出力した場合、一つ前の画像データについての輝度評
価値データに上書きして、次の画像データについての輝度評価値データを記憶する。ある
いは、評価値記憶部１４５は、一つ前の画像データについての輝度評価値データだけを記
憶し、評価値算出部１４４が最新の画像データについての輝度評価値データを出力した場
合、次に説明する評価値差分算出部１４６による処理が終了するのを待ち、その後、一つ
前の画像データについての輝度評価値データに上書きして、最新の画像データについての
輝度評価値データを記憶してもよい。
【０２２５】
　評価値差分算出部１４６は、ＣＰＵ９１１を用いて、評価値記憶部１４５が記憶した一
つ前の画像データについての輝度評価値データと、評価値算出部１４４が算出した最新の
画像データについての輝度評価値データとに基づいて、中心選択部１３１が選択した複数
の中心画素の各中心画素について近傍選択部１３８が選択した複数の中心近傍画素各中心
近傍画素について、最新の画像（第二の画像）における輝度評価値（第二輝度評価値）か
ら、一つ前の画像（第一の画像）における輝度評価値（第一輝度評価値）を差し引いた差
を算出して、評価値差分とする。評価値差分算出部１４６が算出する評価値差分の総数は
、評価値算出部１４４が算出する輝度評価値の総数と同じくｐ×ｑ個である。
　評価値差分算出部１４６は、ＣＰＵ９１１を用いて、算出した複数の評価値差分を表わ
すデータ（以下「評価値差分データ」と呼ぶ。）を出力する。
【０２２６】
　増加選択部１３３は、ＣＰＵ９１１を用いて、近傍選択部１３８が出力した近傍画素デ
ータと、評価値差分算出部１４６が出力した評価値差分データとを入力する。増加選択部
１３３は、ＣＰＵ９１１を用いて、入力した近傍画素データと評価値差分データとに基づ
いて、中心選択部１３１が選択した複数の中心画素の各中心画素について、近傍選択部１
３８が選択した複数の中心近傍画素について評価値差分算出部１４６が算出した複数の評
価値差分を比較し、中心近傍画素のなかで最も評価値差分が大きい中心近傍画素を求め、
評価増加画素とする。増加選択部１３３は、一つの中心画素について、評価値差分算出部
１４６が算出したｐ個の評価値差分を比較し、一つの評価増加画素を求める。増加選択部
１３３は、ｑ個の中心画素と一対一に対応するｑ個の評価増加画素を求める。増加選択部
１３３は、ＣＰＵ９１１を用いて、中心選択部１３１が選択した複数の中心画素の各中心
画素について求めた複数の評価増加画素を表わす評価増加画素データを出力する。
【０２２７】
　同様に、減少選択部１３５は、ＣＰＵ９１１を用いて、近傍選択部１３８が出力した近
傍画素データと、評価値差分算出部１４６が出力した評価値差分データとを入力し、入力
した近傍画素データと評価値差分データとに基づいて、中心選択部１３１が選択したｑ個
の中心画素と一対一に対応するｑ個の評価減少画素を求める。減少選択部１３５は、ＣＰ
Ｕ９１１を用いて、中心選択部１３１が選択した複数の中心画素の各中心画素について求
めた複数の評価減少画素を表わす評価減少画素データを出力する。
【０２２８】
　得票数集計部１３７は、ＣＰＵ９１１を用いて、増加選択部１３３が出力した評価増加
画素データと、減少選択部１３５が出力した評価減少画素データとを入力する。得票数集
計部１３７は、ＣＰＵ９１１を用いて、入力した評価増加画素データと評価減少画素デー
タとに基づいて、画像を構成するすべての画素について、評価増加画素として選択された
回数から、評価減少画素として選択された回数を差し引いた差を算出し、集計得票数とす
る。
　なお、実施の形態１と同様、増加得票数算出部１３４が増加得票数を算出し、減少得票
数算出部１３６が減少得票数を算出し、算出した増加得票数及び減少得票数に基づいて得
票数集計部１３７が集計得票数を算出してもよい。
【０２２９】
　図１８は、この実施の形態における移動目標検出装置１００が、各画素の得票率を算出
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する得票率算出処理Ｓ５２０の流れの一例を示すフローチャート図（前半）である。
　なお、実施の形態１で説明した得票率算出処理Ｓ５２０と共通する工程については、同
一の符号を付し、ここでは説明を省略する。
【０２３０】
　画像入力工程Ｓ５２２が終わったのち、得票数初期化工程Ｓ５４１’へ進む。
【０２３１】
　得票数初期化工程Ｓ５４１’において、得票数集計部１３７は、ＣＰＵ９１１を用いて
、二次元画像に含まれる各画素について、集計得票数を０に初期化し、磁気ディスク装置
９２０を用いて、初期化した集計得票数を表わす集計得票数データを記憶する。
【０２３２】
　得票数繰り返し工程Ｓ５４３において、評価値算出部１４４は、ＣＰＵ９１１を用いて
、中心画素選択工程Ｓ５１２で中心選択部１３１が記憶した中心画素データに基づいて、
中心画素データが表わすすべての中心画素のなかから、中心画素を一つずつ選択する。評
価値算出部１４４は、選択した中心画素について、近傍繰り返し工程Ｓ５３５～得票数減
算工程Ｓ５４７’の処理をする。これを、すべての中心画素について繰り返す。
【０２３３】
　近傍繰り返し工程Ｓ５３５において、評価値算出部１４４は、ＣＰＵ９１１を用いて、
得票数繰り返し工程Ｓ５４３で選択した中心画素について近傍選択工程Ｓ５１５で近傍選
択部１３８が選択したすべての中心近傍画素のなかから、中心近傍画素を一つずつ選択す
る。評価値算出部１４４は、選択した画素について、増分算出工程Ｓ５３３の処理をする
。これを、すべての中心近傍画素について繰り返す。
【０２３４】
　評価値算出工程Ｓ５３６において、評価値算出部１４４は、ＣＰＵ９１１を用いて、画
像入力工程Ｓ５２２で画像入力部１１１が入力した画像データに基づいて、近傍繰り返し
工程Ｓ５３５で選択した中心近傍画素について、輝度評価値を算出する。評価値算出部１
４４は、磁気ディスク装置９２０を用いて、算出した輝度評価値を表わす輝度評価値デー
タを記憶する。
【０２３５】
　評価値差分算出工程Ｓ５３７において、評価値差分算出部１４６は、ＣＰＵ９１１を用
いて、評価値算出工程Ｓ５３６で評価値算出部１４４が記憶した輝度評価値データと、一
つ前の画像の同じ中心画素についての同じ中心近傍画素について評価値記憶工程Ｓ５３８
で評価値記憶部１４５が記憶した輝度評価値データとを入力する。評価値差分算出部１４
６は、入力した二つの輝度評価値データに基づいて、評価値差分を算出する。評価値差分
算出部１４６は、磁気ディスク装置９２０を用いて、算出した評価値差分を表わす評価値
差分データを記憶する。
【０２３６】
　評価値記憶工程Ｓ５３８において、評価値記憶部１４５は、ＣＰＵ９１１を用いて、評
価値算出工程Ｓ５３６で評価値算出部１４４が記憶した評価値差分データを入力する。評
価値記憶部１４５は、磁気ディスク装置９２０を用いて、入力した輝度評価値データをを
記憶する。評価値記憶部１４５が記憶した輝度評価値データは、次の画像についての得票
率算出処理Ｓ５２０において、評価値差分算出部１４６が評価値差分を算出するために利
用される。
【０２３７】
　近傍繰り返し判定工程Ｓ５３９において、評価値算出部１４４は、ＣＰＵ９１１を用い
て、得票数繰り返し工程Ｓ５４３で選択した中心画素を中心とするすべての中心近傍画素
について、評価値算出工程Ｓ５３６～評価値記憶工程Ｓ５３８の処理が終わったかを判定
する。
　まだ処理が終わっていない中心近傍画素があると判定した場合、評価値算出部１４４は
、ＣＰＵ９１１を用いて、近傍繰り返し工程Ｓ５３５に戻り、次の中心近傍画素を選択す
る。
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　すべての中心近傍画素についての処理が終わったと判定した場合、評価増加画素選択工
程Ｓ５４４へ進む。
【０２３８】
　図１９は、この実施の形態における移動目標検出装置１００が、各画素の得票率を算出
する得票率算出処理Ｓ５２０の流れの一例を示すフローチャート図（後半）である。
【０２３９】
　評価増加画素選択工程Ｓ５４４において、増加選択部１３３は、ＣＰＵ９１１を用いて
、得票数繰り返し工程Ｓ５４３で評価値算出部１４４が選択した中心画素について、評価
値差分算出工程Ｓ５３７で評価値差分算出部１４６が記憶した評価値差分データをすべて
入力する。増加選択部１３３は、ＣＰＵ９１１を用いて、入力した評価値差分データに基
づいて、評価増加画素を選択する。増加選択部１３３は、磁気ディスク装置９２０を用い
て、選択した評価増加画素を表わす評価増加画素データを記憶する。
【０２４０】
　得票数加算工程Ｓ５４５’において、得票数集計部１３７は、ＣＰＵ９１１を用いて、
評価増加画素選択工程Ｓ５４４で増加選択部１３３が記憶した評価増加画素データを入力
する。得票数集計部１３７は、ＣＰＵ９１１を用いて、入力した評価増加画素データに基
づいて、記憶した集計得票数データのうちから、評価増加画素選択工程Ｓ５４４で増加選
択部１３３が選択した評価増加画素についての集計得票数データを取得する。得票数集計
部１３７は、ＣＰＵ９１１を用いて、取得した集計得票数データに基づいて、評価増加画
素選択工程Ｓ５４４で増加選択部１３３が選択した評価増加画素についての集計得票数に
１を加算する。得票数集計部１３７は、磁気ディスク装置９２０を用いて、加算した集計
得票数を表わす集計得票数データを、評価増加画素選択工程Ｓ５４４で増加選択部１３３
が選択した評価増加画素についての集計得票数データとして記憶する。
【０２４１】
　評価減少画素選択工程Ｓ５４６において、減少選択部１３５は、ＣＰＵ９１１を用いて
、得票数繰り返し工程Ｓ５４３で評価値算出部１４４が選択した中心画素について、評価
値差分算出工程Ｓ５３７で評価値差分算出部１４６が記憶した評価値差分データをすべて
入力する。減少選択部１３５は、ＣＰＵ９１１を用いて、入力した評価値差分データに基
づいて、評価減少画素を選択する。減少選択部１３５は、磁気ディスク装置９２０を用い
て、選択した評価減少画素を表わす評価減少画素データを記憶する。
【０２４２】
　得票数減算工程Ｓ５４７’において、得票数集計部１３７は、ＣＰＵ９１１を用いて、
評価減少画素選択工程Ｓ５４６で減少選択部１３５が記憶した評価減少画素データを入力
する。得票数集計部１３７は、ＣＰＵ９１１を用いて、入力した評価減少画素データに基
づいて、記憶した集計得票数データのうちから、評価減少画素選択工程Ｓ５４６で減少選
択部１３５が選択した評価減少画素についての集計得票数データを取得する。得票数集計
部１３７は、ＣＰＵ９１１を用いて、取得した集計得票数データに基づいて、評価減少画
素選択工程Ｓ５４６で減少選択部１３５が選択した評価減少画素についての集計得票数か
ら１を減算する。得票数集計部１３７は、磁気ディスク装置９２０を用いて、減算した集
計得票数を表わす集計得票数データを、評価減少画素選択工程Ｓ５４６で減少選択部１３
５が選択した評価減少画素についての集計得票数データとして記憶する。
【０２４３】
　得票数繰り返し判定工程Ｓ５４８において、評価値算出部１４４は、ＣＰＵ９１１を用
いて、すべての中心画素についての処理が終わったか否かを判定する。
　まだ処理していない中心画素があると判定した場合、評価値算出部１４４は、ＣＰＵ９
１１を用いて、得票数繰り返し工程Ｓ５４３に戻り、次の中心画素を選択する。
　すべての中心画素についての処理が終わったと判定した場合、得票率繰り返し工程Ｓ５
５１へ進む。
【０２４４】
　得票率繰り返し工程Ｓ５５１以降の工程は、実施の形態１で説明したものと同様なので
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、ここでは説明を省略する。
【０２４５】
　図２０は、この実施の形態における評価値算出部１４４が算出する輝度評価値４２５の
一例を示す図である。
【０２４６】
　画像入力部１１１は、通信装置９１５を用いて、画像データ４１１を入力する。この例
において、画像データ４１１は、二次元画像３００を構成する縦９行横１１列合計９９個
の画素に対応する９９個の輝度データから構成されている。画像記憶部１１２は、磁気デ
ィスク装置９２０を用いて、画像入力部１１１が入力した画像データ４１１を記憶する。
　二次元画像３００を構成する９９個の画素のうち、中心選択部１３１は、３５個の画素
を中心画素として選択する。また、近傍選択部１３８は、中心選択部１３１が選択した中
心画素一つ一つに対して、それぞれ２５個の中心近傍画素を選択する。
【０２４７】
　評価値算出部１４４は、ＣＰＵ９１１を用いて、画像記憶部１１２が記憶した最新の画
像データ４１１に基づいて、中心選択部１３１が選択した３５個の中心画素それぞれにつ
いて近傍選択部１３８が選択した２５個の中心近傍画素にそれぞれ対応する２５×３５＝
８７５個の輝度評価値４２５を算出する。
　評価値記憶部１４５は、磁気ディスク装置９２０を用いて、評価値算出部１４４が算出
した輝度評価値４２５を表わす輝度評価値データを記憶する。
【０２４８】
　図２１は、この実施の形態における評価値差分算出部１４６が算出する評価値差分４２
７の一例を示す図である。
【０２４９】
　画像入力部１１１が次の画像データを入力し、入力した画像データを画像記憶部１１２
が記憶する。評価値算出部１４４は、ＣＰＵ９１１を用いて、画像記憶部１１２が記憶し
た最新の画像データに基づいて、８７５個の輝度評価値４２６を算出する。
　評価値差分算出部１４６は、ＣＰＵ９１１を用いて、評価値記憶部１４５が記憶した輝
度評価値データが表わす一つ前の画像についての輝度評価値４２５と、評価値算出部１４
４が算出した最新の画像についての輝度評価値４２６とに基づいて、最新の画像について
の輝度評価値４２６から一つ前の画像についての輝度評価値４２５を差し引いた差を算出
して、輝度評価値差分４２７とする。評価値差分算出部１４６は、ＣＰＵ９１１を用いて
、８７５個の輝度評価値差分４２７を算出する。
【０２５０】
　増加選択部１３３は、ＣＰＵ９１１を用いて、評価値差分算出部１４６が算出した輝度
評価値差分４２７に基づいて、中心選択部１３１が選択した３５個の中心画素それぞれに
ついて、２５個の中心近傍画素のなかから、輝度評価値差分が最も大きい中心近傍画素を
選択して、評価増加画素とする。増加選択部１３３は、ＣＰＵ９１１を用いて、３５個の
評価増加画素を選択する。
　減少選択部１３５は、ＣＰＵ９１１を用いて、評価値差分算出部１４６が算出した輝度
評価値差分４２７に基づいて、中心選択部１３１が選択した３５個の中心画素それぞれに
ついて、２５個の中心近傍画素のなかから、輝度評価値差分が最も小さい中心近傍画素を
選択して、評価減少画素とする。減少選択部１３５は、ＣＰＵ９１１を用いて、３５個の
評価減少画素を選択する。
【０２５１】
　このように、画素の輝度を直接比較するのではなく、中心近傍画素の輝度と中心画素の
輝度との差分（輝度評価値）をとったのち、中心近傍画素の輝度と中心画素の輝度との差
分の画像（フレーム）間の差分（評価値差分）に基づいて、評価増加画素及び評価減少画
素を選択することにより、画像が全体的または部分的に明るくなったり、暗くなったりし
た場合であっても、目標画素の抽出ができる。
【０２５２】
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　この実施の形態における移動目標検出装置１００は、更に、中心選択部１３１と、近傍
選択部１３８と、第一評価値算出部（評価値算出部１４４）と、第二評価値算出部（評価
値算出部１４４）と、評価値差分算出部１４６と、増加選択部１３３と、減少選択部１３
５とを有する。
　上記中心選択部１３１は、上記処理装置（ＣＰＵ９１１）を用いて、上記二つの画像に
ともに含まれる複数の画素のうち少なくともいずれか二以上の画素を選択して、複数の中
心画素とする。
　上記近傍選択部１３８は、上記処理装置（ＣＰＵ９１１）を用いて、上記中心選択部１
３１が選択した複数の中心画素の各中心画素について、上記中心画素の近傍に位置する複
数の画素を選択して、複数の中心近傍画素とする。
　上記第一評価値算出部（評価値算出部１４４）は、上記処理装置（ＣＰＵ９１１）を用
いて、上記中心選択部１３１が選択した複数の中心画素の各中心画素について上記近傍選
択部１３８が選択した複数の中心近傍画素の各中心近傍画素について、上記第一の画像に
おける上記中心近傍画素の輝度から、上記第一の画像における上記中心画素の輝度を差し
引いた差をそれぞれ算出して、複数の第一輝度評価値（輝度評価値）とする。
　上記第二評価値算出部（評価値算出部１４４）は、上記処理装置（ＣＰＵ９１１）を用
いて、上記中心選択部１３１が選択した複数の中心画素の各中心画素について上記近傍選
択部１３８が選択した複数の中心近傍画素の各中心近傍画素について、上記第二の画像に
おける上記中心近傍画素の輝度から、上記第二の画像における上記中心画素の輝度を差し
引いた差をそれぞれ算出して、複数の第二輝度評価値（輝度評価値）とする。
　上記評価値差分算出部１４６は、上記処理装置（ＣＰＵ９１１）を用いて、上記中心選
択部１３１が選択した複数の中心画素の各中心画素について上記近傍選択部１３８が選択
した複数の中心近傍画素の各中心近傍画素について、上記第二評価値算出部（評価値算出
部１４４）が算出した第二輝度評価値（最新の画像についての輝度評価値）から、上記第
一評価値算出部（評価値算出部１４４）が算出した第一輝度評価値（一つ前の画像につい
ての輝度評価値）を差し引いた差をそれぞれ算出して、複数の評価値差分とする。
　上記増加選択部１３３は、上記処理装置（ＣＰＵ９１１）を用いて、上記中心選択部１
３１が選択した複数の中心画素の各中心画素について、上記近傍選択部１３８が選択した
複数の中心近傍画素のなかから、上記評価値差分算出部１４６が算出した評価値差分が最
も大きい中心近傍画素をそれぞれ選択して、複数の評価増加画素とする。
　上記減少選択部１３５は、上記処理装置（ＣＰＵ９１１）を用いて、上記中心選択部１
３１が選択した複数の中心画素の各中心画素について、上記近傍選択部１３８が選択した
複数の中心近傍画素のなかから、上記評価値差分算出部１４６が算出した評価値差分が最
も小さい中心近傍画素をそれぞれ選択して、複数の評価減少画素とする。
　上記移動先候補抽出部１５２は、上記処理装置（ＣＰＵ９１１）を用いて、上記増加選
択部１３３が上記評価増加画素として選択した回数に基づいて、上記複数の画素のうちか
ら上記移動先候補画素を抽出する。
　上記移動元候補抽出部１５１は、上記処理装置（ＣＰＵ９１１）を用いて、上記減少選
択部１３５が上記評価減少画素として選択した回数に基づいて、上記複数の画素のうちか
ら上記移動元候補画素を抽出する。
【０２５３】
　この実施の形態における移動目標検出装置１００によれば、中心近傍画素の輝度と中心
画素の輝度との差が、画像間でどれだけ変化したかに基づいて、評価増加画素および評価
減少画素を選択するので、画像の明るさが全体的あるいは部分的に変化した場合であって
も、目標画素を抽出することができる。
【０２５４】
　以上説明した移動目標検出装置１００は、実施の形態１で説明した動作に加えて、更に
、以下の動作をする。
【０２５５】
　フレーム内評価値算出部（評価値算出部１４４）が、投票範囲確保可能画素抽出部（中
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心選択部１３１）によって抽出された、第１フレームの画像内に存在する全ての中心画素
となり得る画素に対し、自画素の画素値と、自画素を中心画素とした時の投票範囲（中心
近傍範囲）内の他の画素の画素値との差分（輝度評価値、第１フレーム評価値）を計算す
る。フレーム内評価値算出部（評価値算出部１４４）は、この差分計算を、中心画素対象
領域（中心近傍範囲）について、左上から右下へ順次走査しながら行う。
　次に、フレーム内評価値算出部（評価値算出部１４４）は、２枚目に入力される画像（
第二の画像、第２フレーム）に対しても、第１フレーム（第一の画像）の時と同様にフレ
ーム内評価値（輝度評価値、第２フレーム評価値）を算出する。
　次に、フレーム間評価値差分算出部（評価値差分算出部１４６）が、第１フレーム評価
値（第一の画像における輝度評価値）と、第２フレーム評価値（第二の画像における輝度
評価値）を比較し、同一画素を中心画素に持つ投票範囲同士でその差分（輝度増分）を計
算する。
【０２５６】
　以上説明した移動目標検出装置１００は、入力された画像に対し、投票範囲確保可能画
素全ての投票範囲（中心近傍範囲）内の中心画素の画素値と、投票範囲（中心近傍範囲）
内の中心画素以外の全ての画素の画素値との差分（輝度評価値）を計算し、この差分値を
評価値として保持するフレーム内評価値算出部（評価値記憶部１４５）を持つ。
【０２５７】
　以上説明した移動目標検出装置１００は、フレーム内評価値算出部（評価値算出部１４
４）が、１時刻前に入力された画像（第一の画像）と、現時刻に入力された画像（第二の
画像）に対して輝度評価値を算出する。
【０２５８】
　以上説明した移動目標検出装置１００は、算出された１時刻前に入力された画像（第一
の画像）のフレーム内評価値（輝度評価値、第１フレーム評価値）と、現時刻に入力され
た画像（第二の画像）のフレーム内評価値（輝度評価値、第２フレーム評価値）とを比較
し、同一画素を中心画素に持つ投票範囲（中心近傍範囲）同士でその差分（輝度増分）を
計算するフレーム間評価値差分算出部（評価値差分算出部１４６）を持つ。
【０２５９】
　実施の形態４．
　実施の形態４について、図２２を用いて説明する。
【０２６０】
　図２２は、この実施の形態における移動目標検出装置１００の機能ブロックの構成の一
例を示すブロック構成図である。
　なお、実施の形態１乃至実施の形態３のいずれかで説明した移動目標検出装置１００と
共通する部分については、同一の符号を付し、ここでは説明を省略する。
【０２６１】
　目標更新部１７１は、ＣＰＵ９１１を用いて、目標抽出部１５３及び近接目標抽出部１
６３が出力した目標画素データと、目標記憶部１７２が記憶した目標画素データとを入力
する。目標更新部１７１は、ＣＰＵ９１１を用いて、目標記憶部１７２が記憶した古い目
標画素データに追加して、入力した目標画素データを目標記憶部１７２に記憶させる。
　また、目標更新部１７１は、ＣＰＵ９１１を用いて、入力した目標画素データが表わす
目標画素とペアとなる移動元候補画素と一致する目標画素を表わす目標画素データを、目
標記憶部１７２が記憶した古い目標画素データのなかから探す。移動元候補画素と一致す
る目標画素を表わす目標画素データを見つけた場合、目標更新部１７１は、ＣＰＵ９１１
を用いて、古い目標画素データに含まれる信頼度データが表わす信頼度を、新しい目標画
素データに含まれる信頼度データが表わす信頼度に加算して、目標画素の信頼度を高くす
る。目標記憶部１７２は、磁気ディスク装置９２０を用いて、高くした信頼度を表わす信
頼度データを含む目標画素データを記憶する。また、目標記憶部１７２は、磁気ディスク
装置９２０を用いて、移動元候補画素と一致した古い目標画素を削除する。
【０２６２】
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　ある時点において、一つ前の画像に目標が写っていたと判定された画素（目標画素とペ
アとなる移動元候補画素）について、一つ前の時点において、その時点の最新の画像に目
標が写っていると判定されていたということは、その判定が誤検出である可能性は低く、
検出の信頼度が高いことを意味する。このため、目標更新部１７１は、目標画素の信頼度
を高くする。
【０２６３】
　更に、目標更新部１７１は、ＣＰＵ９１１を用いて、目標画素の信頼度を高くした場合
に、高くした信頼度を、所定の閾値と比較する。信頼度が所定の閾値より高い場合、目標
更新部１７１は、ＣＰＵ９１１を用いて、その目標画素に写っている目標が次回写る目標
画素の位置を予測する。目標更新部１７１は、例えば、ＣＰＵ９１１を用いて、新しい目
標画素の位置と、古い目標画素（移動元候補画素）の位置との差を算出し、算出した差を
、新しい目標画素の位置に加えることにより、次回の目標画素の位置を予測する。
　目標更新部１７１は、ＣＰＵ９１１を用いて、新しい目標画素の位置（以下「現在目標
位置」と呼ぶ。）を表わすデータ（以下「現在目標データ」と呼ぶ。）と、予測した目標
画素の位置（以下「予測目標位置」と呼ぶ。）を表わすデータ（以下「予測目標データ」
と呼ぶ。）を出力する。
【０２６４】
　移動元候補抽出部１５１及び近接移動元候補抽出部１６１は、ＣＰＵ９１１を用いて目
標更新部１７１が出力した現在目標データを入力する。
　移動先候補抽出部１５２及び近接移動先候補抽出部１６２は、ＣＰＵ９１１を用いて、
目標更新部１７１が出力した予測目標データを入力する。
　移動元候補抽出部１５１、移動先候補抽出部１５２、近接移動元候補抽出部１６１、近
接移動先候補抽出部１６２は、入力した現在目標データあるいは予測目標データを、次回
の処理、すなわち、現段階で最新の画像データを第一の画像データとし、画像入力部１１
１が次に入力する更に新しい画像データを第二の画像データとする処理において、利用す
る。
【０２６５】
　移動元候補抽出部１５１は、ＣＰＵ９１１を用いて、入力した現在目標データに基づい
て、現在目標データが表わす現在目標位置の画素について、移動元閾値記憶部１２３が記
憶した移動先閾値よりも大きい（絶対値が小さい）所定の閾値を基準として、移動元候補
画素であるか否かを判定する。
【０２６６】
　同様に、近接移動元候補抽出部１６１は、ＣＰＵ９１１を用いて、入力した現在目標デ
ータに基づいて、現在目標データが表わす現在目標位置の画素について、近接移動元閾値
記憶部１２６が記憶した移動元閾値よりも大きい（絶対値が小さい）所定の閾値を基準と
して、近接移動元画素であるか否かを判定する。
【０２６７】
　移動先候補抽出部１５２は、ＣＰＵ９１１を用いて、入力した予測目標データに基づい
て、予測目標データが表わす予測目標位置を中心とする所定の範囲内の画素について、移
動先閾値記憶部１２４が記憶した移動先閾値よりも（絶対値が）小さい所定の閾値を基準
として、移動先候補画素であるか否かを判定する。
【０２６８】
　同様に、近接移動先候補抽出部１６２は、ＣＰＵ９１１を用いて、入力した予測目標デ
ータに基づいて、予測目標データが表わす予測目標位置を中心とする所定の範囲内の画素
について、近接移動先閾値記憶部１２７が記憶した近接移動先閾値よりも（絶対値が）小
さい所定の閾値を基準として、近接移動先候補画素であるか否かを判定する。
【０２６９】
　このように、閾値を調整することにより、過去の判定結果から信頼度が高いと判定され
た目標画素について、その目標画素に連続する目標画素を検出しやすくなる。これにより
、目標を見失うことなく、追尾していくことが可能となる。
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【０２７０】
　以上説明した移動目標検出装置１００は、抽出画素距離内正負対画素探索部（目標抽出
部１５３）によって探索されたプラス値画素（移動先候補画素）とマイナス値画素（移動
元候補画素）のペアの並び方をフレーム間にて比較することにより、目標の移動方向を最
小値画素方向とし、目標の現時刻での存在画素（目標画素）を最小値画素（移動元候補画
素）とする。
　これにより、目標の移動方向の認識が可能となる。
【０２７１】
　以上説明した移動目標検出装置１００は、抽出画素距離内正負対画素探索部（目標抽出
部１５３）によって探索されたプラス値画素（移動先候補画素）とマイナス値画素（移動
元候補画素）のペアにより、マイナス値画素（移動元候補画素）とプラス値画素（移動先
候補画素）の並びにより、目標の移動方向を認識する。
【０２７２】
　なお、上記説明した追尾方式のほか、目標更新部１７１は、ＣＰＵ９１１を用いて、目
標抽出部１５３及び近接目標抽出部１６３が抽出した目標画素と、その目標画素とペアと
なる移動元候補画素とに基づいて、目標の移動方向・移動速度を検出し、既知の追尾方式
により、目標画素を追尾することとしてもよい。
【図面の簡単な説明】
【０２７３】
【図１】実施の形態１における移動目標検出システム８００の全体構成の一例を示すシス
テム構成図。
【図２】実施の形態１における移動目標検出装置１００の外観の一例を示す図。
【図３】実施の形態１における移動目標検出装置１００のハードウェア資源の一例を示す
図。
【図４】実施の形態１における移動目標検出装置１００の機能ブロックの構成の一例を示
すブロック構成図。
【図５】実施の形態１における移動目標検出装置１００が、移動目標を検出する移動目標
検出処理の流れの一例を示すフローチャート図。
【図６】実施の形態１における移動目標検出装置１００が、移動目標検出処理の初期設定
をする初期設定処理Ｓ５１０の流れの一例を示すフローチャート図。
【図７】実施の形態１における移動目標検出装置１００が、各画素の得票率を算出する得
票率算出処理Ｓ５２０の流れの一例を示すフローチャート図（前半）。
【図８】実施の形態１における移動目標検出装置１００が、各画素の得票率を算出する得
票率算出処理の流れの一例を示すフローチャート図（後半）。
【図９】実施の形態１における移動目標検出装置１００が、目標画素を抽出する目標抽出
処理Ｓ５６０の流れの一例を示すフローチャート図。
【図１０】実施の形態１における移動目標検出装置１００が、目標画素に近接した目標画
素を抽出する近接目標抽出処理Ｓ５７０の流れの一例を示すフローチャート図。
【図１１】実施の形態１における中心選択部１３１が選択する中心画素と、最大得票数算
出部１４１が算出する最大得票数との一例を示す図。
【図１２】実施の形態１における画像入力部１１１が入力する画像データ４１１，４１２
と、増分算出部１３２が算出する輝度増分４２０との一例を示す図。
【図１３】実施の形態１における増加得票数算出部１３４、減少得票数算出部１３６、得
票数集計部１３７、得票率算出部１４３が算出する増加得票数４３１、減少得票数４３２
、集計得票数４３３、得票率４３４の一例を示す図。
【図１４】実施の形態１における目標抽出部１５３、近接目標抽出部１６３が抽出する目
標画素の一例を示す図。
【図１５】実施の形態２における移動目標検出装置１００が、検出した目標画素を出力す
る目標出力処理Ｓ５８０の流れの一例を示すフローチャート図。
【図１６】実施の形態２における移動目標検出装置１００が抽出する目標画素の一例を示
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【図１７】実施の形態３における移動目標検出装置１００の機能ブロックの構成の一例を
示すブロック構成図。
【図１８】実施の形態３における移動目標検出装置１００が、各画素の得票率を算出する
得票率算出処理Ｓ５２０の流れの一例を示すフローチャート図（前半）。
【図１９】実施の形態３における移動目標検出装置１００が、各画素の得票率を算出する
得票率算出処理Ｓ５２０の流れの一例を示すフローチャート図（後半）。
【図２０】実施の形態３における評価値算出部１４４が算出する輝度評価値４２５の一例
を示す図。
【図２１】実施の形態３における評価値差分算出部１４６が算出する評価値差分４２７の
一例を示す図。
【図２２】実施の形態４における移動目標検出装置１００の機能ブロックの構成の一例を
示すブロック構成図。
【符号の説明】
【０２７４】
　１００　移動目標検出装置、１１１　画像入力部、１１２　画像記憶部、１１３　パラ
メータ算出部、１２１　パラメータ入力部、１２２　近傍距離記憶部、１２３　移動元閾
値記憶部、１２４　移動先閾値記憶部、１２５　判定距離記憶部、１２６　近接移動元閾
値記憶部、１２７　近接移動先閾値記憶部、１２８　近接判定距離記憶部、１３１　中心
選択部、１３２　増分算出部、１３３　増加選択部、１３４　増加得票数算出部、１３５
　減少選択部、１３６　減少得票数算出部、１３７　得票数集計部、１３８　近傍選択部
、１４１　最大得票数算出部、１４２　最大得票数記憶部、１４３　得票率算出部、１４
４　評価値算出部、１４５　評価値記憶部、１４６　評価値差分算出部、１５１　移動元
候補抽出部、１５２　移動先候補抽出部、１５３　目標抽出部、１６１　近接移動元候補
抽出部、１６２　近接移動先候補抽出部、１６３　近接目標抽出部、１７１　目標更新部
、１７２　目標記憶部、１７３　目標出力部、３００　二次元画像、３１０，３１１　中
心画素、３２１～３２３　中心近傍画素、３３０　最大得票数、４０１，４０２　画像、
４１１，４１２　画像データ、４２０　輝度増分、４２５，４２６　輝度評価値、４２７
　評価値差分、４３１　増加得票数、４３２　減少得票数、４３３　集計得票数、４３４
　得票率、４４１～４４３　移動先候補画素、４４４　近接移動先候補画素、４５１～４
５４　移動元候補画素、４５５～４５７　近接移動元候補画素、４６１～４６３　候補近
傍範囲、４７１～４７２，４８１～４８３　目標画素、７０１　移動体、７０６　雲、７
１１　目標画素、７１６　背景、７２１　強調表示、８００　移動目標検出システム、８
１０　センサ、８２０　検出結果表示装置、９０１　表示装置、９０２　キーボード、９
０３　マウス、９０４　ＦＤＤ、９０５　ＣＤＤ、９０６　プリンタ装置、９０７　スキ
ャナ装置、９１０　システムユニット、９１１　ＣＰＵ、９１２　バス、９１３　ＲＯＭ
、９１４　ＲＡＭ、９１５　通信装置、９２０　磁気ディスク装置、９２１　ＯＳ、９２
２　ウィンドウシステム、９２３　プログラム群、９２４　ファイル群、９３１　電話器
、９３２　ファクシミリ機、９４０　インターネット、９４１　ゲートウェイ、９４２　
ＬＡＮ。
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