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明 細 苫

空間 8識 装置及び空気調下Ⅲ幾

ま支 村分野

０００1 この発明は、画像入力手段にょり獲得した画像から撮影対象領城の障告物を検知

する空間甜識装置及ひこの空間甜識装置を用いた空気燗和機に関する。

背月沌支 村

０００2 従来の空間甜識装置においては、反射型光センザ、反射型超音波センザ、画像イ

メーシにょるパターン甜識等からなる下向きに設けられた下方状況検知手段にょって

、この下方状況検知手段の下方の障告物を検知することか記載されている (例えは、

特井文献 。)。

０００3 特井文献 1 特開2００4 7 ０9号公報

発明の開ぅ示

発明が解 央しようとする裸題

０００4 従来の空間甜識装置ては、下方状況検知手段か、直下を検知するょうに設けられ

ているため、周辺の障告物を検知てきない問題かあった。また、下方状況検知手段

の検知方向を変えて多数のセンザてスキャンするょうに構成しても、解像度か悪いと

いう問題かあった。さらに、画像イメーシにょるパターン甜識ては、解像度か高くても、

パターン甜識のため娯甜識をする可能性かある問題かあった。

０００5 この発明は、上述のょうな問題を解決するためになされたものて、遠方にある障告

物ても甜識てき、娯甜識すること無く障告物かとこにあるかを高栢度に検知てきる空

間甜識装置を得るものてある。

裸題を角榊央するための手段

０００6 この発明の空間甜識装置においては、ヵメラて撮影した映像から移動物体の位置

を検知する検知手段と、前記ヵメラの撮影対象領城の各位置に対応する記惜領城に

値を記惜する記惜手段と、前記移動物体の位置に対応する前記記惜領城に所定値

を加算する加算手段と、前記記惜領城に記惜された値か閾値以下の記惜領城に対



のである。

発明の効果

０００7 この発明は、カメラ画像から検知した移動物体の位置に対応する記憶領城に所定

値を加算し、この記憶領域の値が閾値以下の記憶領城に対応する位置を障告物の

範囲とすることによって、遠方にあっても障告物を認識でき、誤認識すること無く高精

度に障告物がどこにあるかを認識できる。

図面の簡単な説・明

０００8 図 本実施の形態 の空間認識装置の概要説明図である。

図2 本実施の形態 の空間認識装置のブロック構成図である。

る。

図4 本実施の形態 のレンズ歪み補正の説明図である。

図5 本実施の形態 の空間認識装置のブロック構成図である。

図6 本実施の形態 の移動物体の位置の求め方の説明図である。

図7 本実施の形態 の撮影対象領城と累積記憶手段の記憶領城との対応関係の説

明図である。

図8 本実施の形態 の空間認識装置のハードウェア構成図である。

図9 本実施の形態 の背景差分の説明図である。

図1０本実施の形態 のフレーム間差分処理の説明図である。

図11 本実施の形態 のうベリング処理の説明図である。

図12 本実施の形態 の加算手段の加算する値の説明図である。

図13 本実施の形態 の障告物存在範囲の求め方の説明図である。

図14 本実施の形態2の障告物の求め方の説明図である。

図15 本実施の形態3の空気調和機の構成図である。

図16 本実施の形態3の空気調和機のブロック構成図である。

図17 本実施の形態3の移動物体の位置の求め方の説明図である。

符号の説明

０００9 カメラ、2 検知手段、3 加算手段、4 累積記憶手段、5 障告物算出手段、



6 出力手段、7 制御手段、8 センザ、9 モータ、 ０ 空間甜識装置。

発明を実施するための最良の形態

００1０ 実施の形態 ・

図 は、この発明を実施するための実施の形態 における空間甜識装置 ０の概要

を脱明する図てある。図において、画像入力手段てあるヵメラ は、撮影対象2 を

撮影し、撮影した映像を空間甜識装置 ０に入力する。空間甜識装置 ０は、入力さ

れた映像から、移動物体の位置2 2を大め、移動物体か存在した範囲2 3を特定し

て累積し、所定時間後に移動物体か存在していない又は累積値か低いところに障告

物かあるとみなして障告物の範囲を出力する。

００11 図2は、この発明を実施するための実施の形態 における空間甜識装置 ０のフロノ

ク構成図を示すものてある。図において、空間甜識装置 ０は、ヵメラ からの映像を

入力とし、障告物の位置及ひ大きさを出力するものてある。また、空間甜識装置 ０は

。ここて、検知手段 2は、カメラ て撮影した映像から撮影対象領城内を移動する移動

物体の位置を検知する。また、累積記惜手段4は、カメラ の撮影対象領城の各位置

に対応する記惜領城に値を記惜する。また、加算手段 3は、検知手段 2て検知した移

動物体の位置に対応する記惜領城に所定値を加算する。また、障告物範囲算出手

段 5は、記惜領城に記惜された値か閾値以下の記惜領城に対応する範囲を障告物

の範囲として清報を出力する。

００12 さらに、検知手段 2は、予め設定した撮影対象領城の某準面となる床面とカメラ と

の相対的位置清報、カメラ のレンス 清報、及ひ映像中の移動物体の位置清報から

幾何学的計算によって移動物体の某準面上の位置を大めるよぅにしても良い。ここて

、レンス 清報とは、焦点距離、並ひに盃補正式及ひその係数をいぅ。某準面とは、撮

影対象領城の水平面に平行な面てあり、鉛直方向は適常床面の位置にある面をいぅ

。このよぅに床面に対応した累積記惜領城を用いることにより、空気燗和機から人体

まての距離の遠近に関わらす同し重みて人体を扱ぅことかてきるといぅ効果を得ること

かてきる。

００13 カメラ は、障告物の検知対象範囲を撮影するよぅに設置される。全体系の原点座



標系 (某準座標系 ) ０ に対するカメラ の座標系 ０2の相対的位置関係を求めて

おく。相対的位置関係とほ、原点座標系の各軸方向の変位及び各軸周りの回伝角

度である。

００14 図3は、原点座標系 ０ とカメラ の座標系 ０2との相対的位置関係の具体例につ

いて説明する図である。図において、全体系の原点座標系 ０ は、部屋の床面

上であって、壁面の中心付近に設定されている。ここで、原点座標系 ０ を通る水平

面にの例では図の床面) を某準面 と呼ぶ。某準面 上にあり壁面に平行な方

向をX軸方向とし、某準面 上でX軸に直角方向を 軸方向、鉛直方向をX軸方

向とする。カメラ座標系 ０2を有するカメラ は、原点座標系 ０から壁面に垂直な

方向に距離 、床面から鉛直上向きに距離 だけ離れた位置に設置され、かつカメ

ラ のカメラ座標系 ０2のX軸周りに回伝角 ０。回伝させている。

００15 図において、原点座標系 ０ とカメラ の座標系 ０2との相対的位置関係とは、例

えば、原点座標系 ０からX軸方向に距離 、Z軸方向に距離 、離れた位置に、カ

メラ の座標系 ０2のX軸周りに０。回伝させた姿勢になるようにカメラ を設けたと

いう関係をいう。上記は、カメラ の姿勢をカメラ の座標系 ０2の角軸周りの回伝角

で表現したが、姿勢を定める別の方法として、某準面 (原点座標系のX 平面) 内の

回伝角、及びカメラの視線方向の水平面からの角度である術角または仰角で表現す

ることもできる。

００16 上記の原点座標系 ０ とカメラ の座標系 ０2との相対位置関係は、空間認識装

置 ０に初期設定パラメータとして設定される。これらの値は、空間認識装置 ０に備

えられた操作ボタン、りモコン、ディップスイッチなどによって設定するようにできる。

００17 また、カメラ は、可視カメラ、近赤外カメラ、赤外カメラなどが考えられる。また、用

いるレンズも通常のレンズ、広角レンズ、魚、眼レンズなどが考えられる。さらに、レンズ

の補正式も予め求めておく。図4 は、この補正式を説明する図である。図において、

左側は、レンズを通して碁盤目状の線を撮影した画像である。これはレンズがもつレ

ンズ盃によって碁盤目状の線が歪曲して写っている。図の右側は、これを補正式によ

り、レンズ歪を除去した画像である。図のように碁盤目状に補正されていることがわか
る。補正式には、例えば sa の手法、Z a の手法がある。他にも、赤外線画像入



力手段として、卓素子の赤外線センザを上下左右に走査する装置や、縦 列に並ん

た複数素子の赤外線センザを左右方向に走査する装置や、縦横2次元状に赤外線

センザを並へた装置なとか考えられる。並へる赤外線センザとしては、ザ一モパイル

や焦電センザか考えられる。

００18 図5は、図2を祥細にしたフロノク構成図てある。図において、検知手段 2は、画像

読込手段 2 及ひ移動物体位置検出手段 22を有する。画像読込手段 2 は、ヵメラ

から映像 清報を順次読込み、予め設定されたヵメラ のレンス盃補正式及ひ補正係

数を用いてレンス盃の除去を行ぅ。移動物体位置検出手段 22は、画像読込手段 2

及ひ対象領城を移動する物体の位置を検出し、レンス焦点距離、及ひ原点座標系

０ とヵメラ の座標系 ０2との相対的位置関係に某つきのこの移動物体の位置を出

力する。

００19 図6は、移動物体位置検出手段 22における移動物体の位置の求め方を説明する

図てある。図において、ヵメラ によって撮影された画像 2 から画像処理によって、

移動物体と某準面か接する接地点 22を求める。次にヵメラ と某準面 との相対

的位置関係、及ひレンス 清報から某準面 上の対応する位置 23を求めている。

００2０ また、加算手段 3は、所定時間毎に検知手段 2て求めた位置から、累積記惜手段4

の対応する記惜領城に所定値を加算する。ここて、対象領城内の各位置ての移動物

体の存在確率を算出する存在確率算出手段 3 を備えるよぅに構成てきる。移動物体

の存在確率は、検知手段 2て求めた位置に近いほと高く、遠いほと低い値にすること

かてきる。また、存在確率を検知手段 2て移動物体を検知したときの移動物体てある

ことの確からしさ応して存在確率を高くすることもてきる。この存在確率算出手段 3 て

求めた存在確率を対応する累積記惜手段4の記惜領城に加算することて、対象領城

内の移動物体の存在確率を累積することかてき、より障告物の存在範囲を正確に求

めることかてきる。

００2 1 図6の領城 24は、加算手段 3の加算する領城を示す図てもある。図において、移

動物体の位置 23の周囲の領城 24は、加算手段 3によって所定値または中心から

順に同心円状に値か減少していくよぅに存在確率か加算される領城てある。

００22 また、累積記惜手段4は、撮影対象の某準面 上の各位置に対応する記惜領城



を有し、加算手段 3によって加算される対象領城に対応する各位置の値を累積して

保持する。

このよぅに存在確率を累積し、その閾値処理で人体行動範囲を求めることにより、人

体位置の多少の誤検知を許容できるよぅになる。

００2 3 また、存在確率を周囲の領城 24のよぅに広がりを持った領城に加算することによ

っても人体検知位置の検知位置誤差を許容する効果が期待できる。しかし、広がりを

持った領域に存在確率を加算する場合に、単純に画像平面上に存在確率を累積加

算したのでは空気調和機からの人体までの距離に対して重みの典なる存在確率を

累積することになるといぅ問題が発生する。それに対し、前記のよぅに累積加算する平

面を某準面である床面に変換すると空気調和機から人体までの距離が近くても遠く

ても同じ重みとして扱ぅことが可能になり問題を解決することができる。

００24 図7 (a) 及び (b)は、撮影対象領城と累積記憶手段4との対応関係を説明する図で

ある。図7 (a) は、撮影対象領城の某準面 と加算手段 3で求めた加算する領城

24 との関係を示している。図において、撮影対象領城の某準面 は、累積記憶手

段4の記憶領城に対応する位置 3 2に分割されている。ここで、加算手段 3の加算は

、領城 24 に対応する位置 3 5に対して行われる。図7 (b)は、記憶手段4の記憶領

城を説明する図である。図のよぅに、記憶手段4 には、撮影対象領城の某準面 の

各位置 3 2に対応した記憶領城 4 2が設けられている。また、加算手段 3は、位置

に対応する記憶領城の位置 4 5に対して所定値または存在確率を加算する。

００2 5 また、累積記憶手段 こおいて、時間経過に伴って全位置の存在確率が一定割合

で減衰するよぅに全位置の存在確率に時定数を乗算することによって、過去の状態

を忘却する効果を持たせることができる。これにより、空気調和機の設置場所の変更

や、家具の配置の変更などによる人体の行動範囲の変化に自動的に対応することが

可能になる。

床面(，， )における時刻 における累積存在確率をP s m( ，，， )、時刻 におけ

る人体検知結果から得られる加算すべき存在確率をP now( ，，， )とすると、時刻 に

おける累積存在確率は次式で表せる。

P s m( X ) = K P sum( X ) ( K) P now( X )



ただし、ここでKは時定数を表す。時定数は０～の値を取り、Kが に近いほど忘却し

にくくなる。

００26 また、障告物範囲算出手段 5は、累積記憶手段4の記憶領城に記憶された値を調

べ、閾値以下の値を持つ記憶領城に対応する範囲を求める。出力手段 6は、障告物

範囲算出手段 5で求めた範囲を障告物の存在範囲として外部に出力する。なお、出

力手段 6は障告物算出手段 5の中に設けても良い。上記閾値は、誤検出を考慮して

、累積記憶手段4に記憶された値の最大値の 程度に設定することができる。

００27 出力手段 6が出力する障告物の位置及び大きさは、対象領城の位置に対応した記

憶領城に障告物の有無を記録して表現することができる。また、この記録データの行

列をシーケンシャルに伝送しても良い。さらに障告物の有無だけでなく、障告物の高

さ情報を各位置に対応した記憶領城に記録することもできる。さらに、障告物毎に、

障告物の中心位置、X方向長さ及び 方向長さで表現することもできる。

００28 以上のよぅに、検知手段 2は、ヵメラ から映像情報を順次読み込み、対象領城を移

動する物体の位置を検出し、加算手段 3に物体の位置を出力する。加算手段 3は、

存在確率算出手段 3 で移動物体の位置を中心に広がりを持つエリアを移動物体の

行動範囲として求め、累積記憶手段4の対象領城各位置に対応する記憶領城に存

在確率を加算する。障告物範囲算出部 5は、累積記憶手段4に記憶された値に某づ

き移動の妨げとなっている物体の範囲を推定し、この物体の範囲に障告物があるとし

て検知する。このよぅに、空間認識装置 ０は、検知手段 2、加算手段 3、累積記憶手

段4、及び障告物範囲算出手段 5によって、ヵメラ からの映像情報を入力として、上

記障告物の位置及び大きさを出力する。

００29 図8は、本実施の形態の空間認識装置 ０のハードウェア構成図である。ヵメラ か
らの映像信号が入力部2０2に入力され、映像情報に変換される。また入力部2０2は

、ヵメラ の某準座標系に対する相対的位置、ヵメラ のレンズ情報が入力される。入

力部2０2で入力された情報は、演算部2０3を介して記憶部2０4に記憶される。演算

部2０3は、情報の制御、検知手段 2、加算手段 3、障告物範囲算出手段 5の演算を

行ぅ。記憶部2０4は、空間認識装置 ０で記憶すべき情報を記憶し、保持し、読み出

すことができる。記憶部2０4は、入力部2０2で入力された情報の他、累積記憶手段4



で記憶すべき情報も記憶する。出力部2０5は、演算部2０3を介して出力情報を外部

に出力する。出力手段 6の外部に出力する処理は出力部2０5で行われる。

００3０ 以下、空間認識装置 ０の動作を説明する。空間認識装置 ０は、まず、検知手段 2

の画像読込手段 2 が、ヵメラ からの伝送されるフレーム画像を読み込み、このフレ

ーム画像のレンズ盃の除去を行ぅ。次に、移動物体位置検知手段 22は、このフレー

ム画像と過去のフレーム画像とを比較して、対象範囲内を移動する物体の床面 (某

準面) 上の位置を検知する。

００3 1 次に、存在確率算出手段 3 は、移動物体位置検知手段 22で検出された移動物

体の床面 (某準面) 上の位置を中心にして、所定の広がりを持つエリアを行動範囲と

して算出する。このとき、移動物体の床面上の位置の存在確率が周囲より高く、中心

から周辺に移るにしたがい順次漸減する存在確率を発生させる。また、存在確率算

出部3 は、累積記憶手段4の床面上の位置に対応する記憶領城に上記存在確率を

加算する。

００32 次に、障告物範囲算出手段 5は、累積記憶手段4に蓄積された床面上の位置に対

する存在確率の蓄積に墓づき、存在確率の累積が閾値より低い範囲を求め、この範

囲を障告物が存在する領城とする。これは、物体が移動している経路上以外には、

なんらかの障告物があると考えられるからである。

００33 次に、出力部6は、障告物範囲算出手段 5が算出した障告物が存在する領城を空

間認識装置 ０の外部に伝達するため、上記障告物の位置、大きさ及び範囲を出力

する。出カ方法は、上記に示した方法がある。

００34 さらに、各部の処理について、詳細に説明する。まず、移動物体位置検知手段 22

の詳細な検知手段について説明する。移動物体位置検知手段 22は、背景差分処

理やフレーム間差分処理等によって、物体の移動している領城を画像上で抽出し、

その領城を物体毎にうベリング処理し、上記領城の最下端を当該物体が床面と接触

する位置として検出する。

００35 上記背景差分処理では、物体がヵメラ画像 (撮影対象範囲) 内にないときに撮影し

た画像を背景画像として保持しておき、この背景画像と比較して現在読込んだフレー

ムの画像の輝度値や色成分が変化した場合に、変化があった画素部分に物体が存



在すると判断する。ここで、背景画像は、単純に 枚のみであらわす方法以外に、過

去数フレームの平均値を用いる方法や、過去数フレームの中央値を用いる方法や、

過去数フレームの輝度値推移から現在のフレームの背景を推測する方法などを利用

することができる。

００36 図9は、上記背景差分処理の例を示す説明図である。図において、上段左の画像

は、背景画像であり、机と箱が存在する。上段右の画像は、現在読込んだフレーム画

像であり、上記背景画像に加えて人が存在する。図中の下段の画像は、背景画像か

ら変化があった画素部分に物体が存在するとして求めた物体の画像である。

００37 また、フレーム間差分処理は、 フレーム前の画像と現在フレームの画像とを比較し

て、現在フレームの画像の輝度値又は色成分が変化した場合に、変化があった画素

部分に物体が存在すると判断する。

００38 図 ０ほ、フレーム間差分処理の例を示す説明図である。図において、上段左の画

像は、 フレーム前の画像であり、上段右の画像は、現在読込んだフレーム画像であ

る。いずれの画像も、移動物体として人が存在するが、上段右の画像は、人が移動し

ている。図中の下段の画像は、上段左右の画像を比較して、現在フレームの画像の

輝度値又は色成分が変化した場合に、変化があった画素部分に物体の移動前と移

動後の物体が存在すると判断する。

００39 また、上記うベリング処理は、物体が存在すると判断された画素について、連結画

索をうベリングしていくことによって、一塊の画素の範囲を認識する。このうベリング処

理の前に、ノイズ除去、膨張処理、縮小処理を行ぅことによって、認識精度の向上を

図ることができる。

００4０ 図 ほ、ラベリング処理の例を示す説明図である。図において、(a)の画像は、上記

背景差分処理またはフレーム間差分などによって、移動物体が存在すると判断され

た画素である。(b)の画像は、(a)の画像に直接うベリング処理を施した場合の例であり

、5個の別個の塊 (領城 ) として認識されている。

００4 1 他方、図において、(c)の画像は、(a)の画像から孤立成分をノイズとして除去した結

果の画像である。( )の画像は、(c)の画像に対して8近傍に膨張処理を施したもので

ある。ここで、膨張処理において迫加された画素は、濃い濃淡で表された画素である



(e)の画像は、( )の画像に対して、 塊毎に周囲を縮小する縮小処理を施した画像

である。さらに、のの画像は、(e)の画像にうベリング処理を施した場合の例であり、2

個の別個の塊 (領城 ) として認識されている。

００42 以上のよぅに、(a)の画像に直接うベリング処理した場合には、ノイズなどによって5

個の塊と認識されたが、(a)の画像にノイズ除去、膨張処理、縮小処理を施した後にう

ベリング処理すると2個の塊となり、より妥当な結果が得られることが分かる。

００43 移動物体と床面との接する点を求める方法は、単純に検知した塊 (範囲) の移動物

体の最下端を選択する方法が考えられる。また、移動物体を人とした場合には、検知

した塊 (範囲) の上端付近で頭頂部を検出し、頭部のザイズ、検知位置から、カメラ

からの距離を推測し、この距離を考慮して物体の最下端の位置を推定する方法が考

えられる。

００44 具体的には、動画像または画像から画像上の人の顔位置と顔の画像領城とを求め

る顔検出器を設ける。この顔検出器で、画像上の顔位置と顔の画像領城を獲得する

と、カメラ と顔位置とを結ぶ直線上に顔の画像領城をカメラ情報を用いて投影し、顔

の大きさが平均的な顔の大きさ (例えば直径０・3 ) となるカメラ からの距離を求め

る。求めた距離だけ、カメラ と顔位置とを結ぶ直線上にカメラ から離れた点から、某

準面 (床面) におろした垂線の足 (某準面と垂線の交点 )を移動物体と某準面 (床面)

との接する点とする。

００45 さらに、前フレーム画像までの最下端の位置との時間的連続性を考慮して、物体の

最下端の位置を推定する方法などが考えられる。具体的には、フレームレートと人の

最大移動速度から求められるフレーム間の移動可能エリアより、外側に検出された場

合には、足元が障告物などに隠れたと判断し、移動可能エリア内で頭部が移動した

差分を加えた位置とする。

００46 次に、存在確率算出部3 の詳細な処理について説明する。まず、存在確率算出

部3は、物体位置検出部8で検出された物体の最下端の画素に対応する位置を床面

上に投影処理する。次に、存在確率算出部3は、投影された上記点の周囲に物体存

在確率を増加させることによって、移動物体が存在している範囲を特定する。ここで、

投影処理は、予め空間認識装置 ０が有するカメラ と床面との位置関係 (高さ、回伝



及びカメラ のレンズの焦点距離を用いて、透視投影の原理に某づき計算する。

００47 存在確率は、投影された点を中心として、所定の半径の領城内の存在確率を一様

に増加させる。また、投影された点を中心として、同心円状に加算する存在確率を減

少させて正規分布状に確率を増加させても良い。存在確率算出手段 3 は、上記で

存在確率を求めた点に対応する累積記憶手段4の記憶領城に当該存在確率を加算

する。

００48 図 2は、加算手段3において加算する値の説明図である。図において、図 2 a)は

、加算する値として、物体検出位置を床面に投影した点32 を中心とし、所定の半径

の領城内322 の存在確率を一様に増加させた例を示す図である。また、図 2(b)は、

移動物体検出位置を床面に投影した点32 を中心として、その周囲の領城323 の値

(存在確率)を正規分布状に増加させた例である。この図において、灰色の濃淡が濃

いものが確率の高いことを表している。

００49 空間認識装置 ０は、加算手段 3の処理終了後、検知手段 2へ処理を戻し、順次カ

メラ からフレーム画像を読込み、検知手段 2及び加算手段 3の一連の処理を繰り返

す。

００5０ 次に、障告物範囲算出手段 5の詳細な処理について説明する。障告物範囲算出

手段 5は、累積記憶手段4で蓄積された値 (存在確率) に某づき物体の行動範囲を

求め、障告物が存在する範囲として、物体が行動していない範囲を抽出する。このと

き、ノイズ除去、膨張処理、縮小処理を行ぅことにより、精度の向上を図ることができる

００5 1 図 3は、障告物範囲算出手段 5の処理の例を示す図である。図において、図 3(a

)の図は、累積記憶手段4に蓄積された値 (存在確率) が、所定の閾値以上の位置33

をグレーで表した図である。図 3(b)の図は、図 3(a)に示す存在確率が閾値以上

の領城に対してノイズ除去、膨張処理、縮小処理を施した結果の領城を物体の行動

範囲332 としてグレーで表した図である。図 3(c)の図は、図 3(b)の図で物体の行動

範囲332 以外の領城を障告物存在範囲333 としてグレーで表した図である。以上の

よぅに、図 3 a)に対してノイズ除去、膨張処理、縮小処理を行ぅことによって、確実に

障告物存在範囲を求めることができる。



００5 2 次に、出力手段 6は、障告物範囲算出手段 5が求めた障告物存在範囲を障告物存

在範囲記憶手段に記憶し、この記憶情報を外部から読み出し可能に構成することで

実現することができる。このとき、障告物存在範囲記憶部は、対象領城の各位置に対

応する記憶領城に障告物の有無を0、 で記録することができる。また、この記憶情報

を有線、無線で外部に伝送できるよぅにすることもできる。さらに、上記障告物の位置

、大きさ及び範囲を求め、これらのパラメータを出力するよぅにすることもできる。

００5 3 本実施の形態によれば、空間認識装置 ０は、ヵメラ の映像から移動物体の移動

範囲を求め、移動物体が存在しない範囲を障告物の範囲として求めることによって、

遠方にある障告物であっても、誤認識すること無く高精度に検知することができる。

００54 また、本実施の形態によれば、空間認識装置 ０は、ヵメラ の映像から求められる

移動物体の位置に対応する累積記憶手段4の記憶領城に所定値を加算し、累積記

憶手段4の記憶領城の値が閾値以下の範囲に対応する範囲を障告物存在範囲とし

て出力することによって、遠方にある障告物であっても、誤認識すること無く高精度に

検知することができる。

００5 5 さらに、本実施の形態によれば、空間認識装置 ０は、ヵメラ の映像から求められ

る移動物体の位置から対象範囲の位置ごとの存在確率を求め、存在確率が所定の

閾値より低い範囲を障告物の範囲として求めることによって、遠方にある障告物であ

っても、誤認識すること無く高精度に検知することができる。

００56 また、検知位置の点に対応する記憶位置に加算しても、累積記憶手段4の値は 点、

ごとに値が大きく典なり、障告物の範囲を特定し難いが、本実施の形態によれば、検

知位置の中心とする円に対応する記憶領城に加算するので、移動物体が存在した

跡が領城で加算され、障告物範囲を領城として特定できる。

００5 7 さらに、本実施の形態によれば、検知位置を中心とする円に対応する記憶領城に、

検知位置を中心とする正規分布上に値を加算することによって、障告物の位置をより

精度良く検知することができる。

００58 さらに、本実施の形態によれば、ヵメラ が赤外線ヵメラであるので、照度の低い夜

間においても障告物の検知を行ぅことが可能になる。

００59 実施の形態2・



上記実施の形態は、空間認識装置 ０は、障告物の大きさ及び範囲を出力したが、

本実施の形態は、壁面と考えられる障告物を区別する空間認識装置 ０の実施の形

態について説明する。

００6０ 本実施の形態の空間認識装置 ０は、上記実施の形態と同じブロック構成となり、

図2又は図5と同様となる。具体的には、ヵメラ 、検知手段 2、加算手段 3、及び累積

記憶手段4は、上記実施の形態と同様である。障告物範囲算出手段 5は、上記実施

の形態で説明した内容に加え、以下の障告物の中から壁、及び各障告物を区別す

る機能を有する。

００6 1 図 4は、障告物範囲算出手段 5が、障告物の中から壁、及び障告物を区別する手

段の説明図である。記憶領城34０は、上記実施の形態の障告物範囲算出手段 5で

求めた障告物領城 (グレー部 )を記憶部2０4の記憶領城上に展開したものである。こ

の記憶領城34０の領城は、累積記憶手段4と同様に撮影対象領城を充分合むよぅに

設定されている。また、原点座標系 ０ は、位置34 に対応する。まず、障告物範囲

算出手段 5は、記憶領城34０の端の記憶領城342 から、各記憶領城が障告物範囲

かを調べ、障告物範囲であれば、現在の番号を記憶する。ここでは、記憶領城342

に現在のうベル番号 をき己憶しているにの番号付けは、ラベリングと呼ばれる。)。次

にこの記憶領城の隣接する8近傍の記憶領城について、障告物範囲か否かを調べ、

障告物範囲であれば、現在の番号を記憶するとともにさらに隣接する8近傍の記憶

領城を調べる。ある記憶領城が障告物範囲外であれば、さらに8近傍を調べることな

く、次の記憶領城を調べる。

００62 図 4 (b) は、上記の方法を繰り返して調べた結果である。図のよぅに障告物範囲の

内、壁に相当する範囲の記憶領城にうベル番号 が記憶されている。この場合、壁

の位置を、奥行き方向に から だけ奥に壁があること、幅方向に原点座標系 ０

から 右側にいったところに右の壁があり、この確から左側にWいったところに左側

の壁があることがわかる。障告物範囲算出手段 5は、上記の壁の位置を出力部6から

外部に伝送する。

００63 図 4 (c) は、一塊の障告物を区別するために、さらに障告物範囲を調べたものであ

る。図 4 でうベル番号 について、完了すると、現在のうベル番号を増加させ2と



して、末だ調べていない記憶領城に対応する範囲を調べる。障告物範囲が見つかる

と、上記と同様に、その記憶領城343 から隣接する8近傍を調べ、障告物範囲であれ

ば、当該記憶領城に現在のうベル番号を記憶するとともに、さらに隣接する8近傍を

調べる。上記処理を繰り返すことで、図 4 (c) の番号2と記憶された一塊の障告物の

領城を求めることができる。また、残りの領城について同様の処理を行ぅことで、すべ

ての障告物の領城についてうベル番号を付けて、全ての障告物を区別することがで

きる。

００64 出力部6は、上記のよぅに障告物範囲算出手段 5で求めた、壁の位置、障告物の位

置及び大きさを上記実施の形態と同様の手法で外部に出力する。

００65 本実施の形態は、記憶領域の端から障告物範囲をうベリング処理によって連結成

分を取り出すので、障告物とは別に、壁の位置を求め、出力することができる効果が

ある。壁の位置が求まるので、部屋に適応した場合には、部屋の奥行き及び幅を求

め、出力することができる。

００66 また、本実施の形態は、障告物範囲をうベリング処理によって連結成分を取り出す

ので、一塊と成っている障告物を区別して、位置及び大きさを出力することができる

効果がある。

実施の形態3・

上記実施の形態は、空間認識装置 ０の実施の形態であった。本実施の形態は、

上記空間認識装置 ０で求めた障告物範囲に某づき制御する空気調和機について

説明する。

００67 図 5は、本実施の形態による空気調和機の構成図である。図において、ヵメラ が

空気調和機の室内機に設けられている。なお、ヵメラ は、室内機に設けられる他、

室内機の以外の壁面で空調対象ェリアを撮影する位置に設けられても良い。ヵメラ

からの映像情報は、空気調和機内または外に設けられた空間認識装置 ０に有線ま

たは無線にて伝送される。空間認識装置 ０は、実施の形態 と同等のものであれば

良い。

００68 図 6 、本実施の形態による空気調和機のブロック構成図である。実施の形態吐
同じ符号のものは同じ手段を表す。以下、実施の形態 との違いを中心に説明する。



００69 ヵメラ は、空気調和機の室内機2０または室内機2０以外に設けられ、空調対象エ

リアを撮影する。図 6では、某準面 から高さ の位置にヵメラ が取り付けられて

いる。

００7０ 検知手段 2は、上記実施の形態と同様のものを用いることができる。本実施の形態

では、移動物体として、人体を検知することになる。ヵメラ の映像から人体と床の接

する点を検知する方法としては、移動物体として検知した映像中の範囲の最下端を

選ぶことができる。また、映像中の移動物体の範囲の上端を頭部として検出し、頭部

のザイズや検知位置などからヵメラ からの距離を推測して、距離情報を考慮して足

の位置を推定しても良い。さらに、前フレームまでの足位置との時間的連続性を考慮

して人体の足の位置を推定しても良い。

００7 1 図 7は、本実施の形態の検知手段 2の移動物体の位置の求め方の説明図である

。上記で求めた映像中の人体と床との接する点 22から空調工リア内の某準面上の

位置 23を求める。この求め方は上記実施の形態と同様である。

００72 加算手段 3、累積記憶手段4、障告物範囲算出手段 5、及び出力手段 6は、上記実

施の形態と同様である。また、検知手段 2は、画像読込手段 2 及び移動物体位置検

知手段 22を設けても良く、加算手段 3は、存在確立算出手段 3 を設けても良い。

００73 空間認識装置 ０は、上記実施の形態と同様に、障告物の存在領城を出力する。

実施の形態 の障告物の位置、大きさでも良いし、実施の形態2の壁の位置が出力

しても良い。この出力する先は、制御手段 7である。制御手段 7は、空間認識装置 ０

からの出力の他、温度センザの情報から、空調工リアのどこに気流を流すかを判断し

、モータ9を制御して、気流を流すと判断したところ向けて気流を発生させる。

００74 以下、制御手段 7の制御方法について説明する。制御手段 7は、風温および風呈

の典なる制御モードを有する。制御手段 7は、空間認識装置 ０から、部屋の奥行き (

空気調和機設置位置から見て)方向の長さを求め、部屋の奥行き長さが、閾値以下

の場合には、風温及び風呈が、予め定められた値より低いモードで逆伝するよぅ制御

する。また、部屋の奥行き長さが、閾値以上の場合には、風温及び風呈が、予め定

められた値より高いモードで逆伝するよぅに制御し、さらに必要な場合には、遠くまで

気流が届くモードに制御する。部屋の奥行き長さが短い場合に、出力を下げて省工



ネルギー連転が可能となる効果がある。

００75 また、床温度を温度センザで計測して出力制御する場合には、温度を計測する床

の範囲から、障害物の範囲を除いた範囲の床温度に基づき出力制御することができ

る。これは、障害物の範囲には少なくとも床は露出していないため、床温度の考慮対

象から障害物の範囲を除くことで、より効率的な逆転制御ができる効果がある。

００76 また、制御手段 7は、ヵメラ を赤外線センザ、またはザ一モパイルにして人の存在

位置を検出して、人に直接に風が当たらないように出力制御することもできる。この場

合、制御手段 7は、起動直後にセンザ感度が落ち、人を検知できないときがあるため

、人が存在しないと考えられる空間認識装置 ０で求めた障害物の範囲に当てるよう

出力を制御する。このように制御することで、起動直後から人に直接に風を当てない

制御をすることができる効果がある。

００77 本実施の形態の構成によれば、空間認識装置 ０は、ヵメラ からの映像から、人体

が移動しない領城を障害物が存在する領城とするので、距離センザで計測が困難な

遠方の障害物の位置とザイズを確実に求めることができる。この情報を用いることによ

り、気流の妨げになる障害物の存在する位置がわかり、空調工リア全体に気流を行き

渡らせる制御ができる。また、空間認識装置 ０によって、空調すべき人が生活する

範囲がわかるため、効率の良い気流制御を行うことが可能になる。



請求の範囲

ヵメラで撮影した映像から移動物体の位置を検知する検知手段と、

前記ヵメラの撮影対象領城の各位置に対応する記憶領城に値を記憶する累積記

憶手段と、

前記移動物体の位置に対応する前記記憶領城に所定値を加算する加算手段と、

前記記憶領城に記憶された値が閾値以下の記憶領城に対応する位置を障告物の

範囲として情報を出力する障害物範囲算出手段とを備えた空間認識装置。

2 検知手段は、予め設定した撮影対象領城の某準面とヵメラとの相対的位置情報、

前記ヵメラのレンズ情報、及び映像中の移動物体の位置情報から幾何学的計算によ

り移動物体の前記某準面上の位置を求めることを特徴とする請求項 に記載の空間

認識装置。

3 加算手段は、某準面上の移動物体の位置を中心とする所定半径の円内に対応す
る記憶領城に加算することを特徴とする請求項 または2に記載の空間認識装置。

4 加算手段の加算する所定値は、移動物体の位置を中心とする正規分布状の値をと

ることを特徴とする請求項3に記載の空間認識装置。

5 障告物範囲算出手段は、障告物の範囲の情報から壁の位置を求めることを特徴と

する請求項 ないし4のいずれか 項に記載の空間認識装置。

6 ヵメラは、赤外ヵメラまたは近赤外ヵメラであることを特徴とする請求項 ないし5の

いずれか 項に記載の空間認識装置。

7 請求項 ないし6のいずれか 項に記載の空間認識装置を備え、この空間認識装

置が出力する障告物範囲に某づいて逆伝を制御することを特徴とする空気調和機。

8 請求項4に記載の空間認識装置を備え、この空間認識装置が出力する壁の位置か
ら部屋の奥行きの長さを求め、この奥行きの長さに某づいて逆伝を制御することを特

徴とする空気調和機。
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