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(57)【要約】
【課題】画像処理を用いて対象物が比較対象に相当する
か否かを判定する際の判定精度を向上することが可能な
技術を提供する。
【解決手段】対象物が映る撮像画像１１に基づいて、当
該対象物の特徴を示す特徴画像２０を生成する特徴画像
生成装置３１は、第１画像生成部４０と、第２画像生成
部５０とを備えている。第１画像生成部４０は、対象物
が映る撮像画像１１に基づいて、当該対象物を示す第１
画像２４を生成する。第２画像生成部５０は、第１画像
２４を回転して得られる複数の回転画像を合成した回転
合成画像の少なくとも一部を特徴画像２０として生成す
る。
【選択図】図４
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　対象物が映る処理対象画像に基づいて、当該対象物の特徴を示す特徴画像を生成する特
徴画像生成装置であって、
　前記処理対象画像に基づいて、前記対象物を示す第１画像を生成する第１生成部と、
　前記第１画像を回転して得られる複数の回転画像を合成した回転合成画像の少なくとも
一部を前記特徴画像として生成する第２生成部と
を備える、特徴画像生成装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の特徴画像生成装置であって、
　前記第１生成部は、
　　前記処理対象画像から、前記対象物が映る対象物領域を抽出する抽出部と、
　　前記対象物領域に対してエッジ検出を行って、前記第１画像としてのエッジ画像を生
成するエッジ画像生成部と
を有する、特徴画像生成装置。
【請求項３】
　請求項２に記載の特徴画像生成装置であって、
　前記抽出部は、
　　前記処理対象画像と背景画像との差分を示す背景差分画像を生成し、
　　前記背景差分画像に対して、前記対象物の外形を示すテンプレートを用いたテンプレ
ートマッチングを行い、その結果に基づいて、前記処理対象画像から前記対象物領域を抽
出する、特徴画像生成装置。
【請求項４】
　請求項１乃至請求項３のいずれか一つに記載の特徴画像生成装置であって、
　前記第２生成部は、前記回転合成画像の一部を前記特徴画像として生成する、特徴画像
生成装置。
【請求項５】
　処理対象画像に映る対象物が比較対象に相当するか否かを判定する判定装置であって、
　対象物が映る処理対象画像に基づいて、当該対象物の特徴を示す特徴画像を生成する特
徴画像生成部と、
　前記特徴画像に基づいて、前記処理対象画像に映る前記対象物が比較対象に相当するか
否かを判定する判定部と
を備え、
　前記特徴画像生成部は、
　　前記処理対象画像に基づいて、前記対象物を示す第１画像を生成する第１生成部と、
　　前記第１画像を回転して得られる複数の第１回転画像を合成した第１回転合成画像の
少なくとも一部を前記特徴画像として生成する第２生成部と
を有する、判定装置。
【請求項６】
　請求項５に記載の判定装置であって、
　前記判定部は、前記特徴画像と、前記比較対象の特徴を示すテンプレート特徴画像とを
比較し、その比較結果に基づいて、前記処理対象画像に映る前記対象物が前記比較対象に
相当するか否かを判定する、判定装置。
【請求項７】
　請求項６に記載の判定装置であって、
　前記テンプレート特徴画像は、複数の前記比較対象がそれぞれ映る複数の標準画像に基
づいてそれぞれ生成された複数の標準特徴画像が合成された合成画像であって、
　前記複数の標準特徴画像のそれぞれは、当該標準特徴画像の生成で使用される前記標準
画像に基づいて生成された、当該標準画像に映る前記比較対象を示す第２画像を回転して
得られる複数の第２回転画像を合成した第２回転合成画像の少なくとも一部である、判定
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装置。
【請求項８】
　コンピュータ装置に、対象物が映る処理対象画像に基づいて、当該対象物の特徴を示す
特徴画像を生成させるための制御プログラムであって、
　前記コンピュータ装置に、
　（ａ）前記処理対象画像に基づいて、前記対象物を示す第１画像を生成する工程と、
　（ｂ）前記第１画像を回転して得られる複数の回転画像を合成した回転合成画像の少な
くとも一部を前記特徴画像として生成する工程と
を実行させるための制御プログラム。
【請求項９】
　コンピュータ装置に、処理対象画像に映る対象物が比較対象に相当するか否かを判定さ
せるための制御プログラムであって、
　前記コンピュータ装置に、
　（ａ）対象物が映る処理対象画像に基づいて、当該対象物の特徴を示す特徴画像を生成
する工程と、
　（ｂ）前記特徴画像に基づいて、前記処理対象画像に映る前記対象物が比較対象に相当
するか否かを判定する工程と
を実行させ、
　前記工程（ｂ）において、
　　（ｂ－１）前記処理対象画像に基づいて、前記対象物を示す第１画像を生成する工程
と、
　　（ｂ－２）前記第１画像を回転して得られる複数の回転画像を合成した回転合成画像
の少なくとも一部を前記特徴画像として生成する工程と
を実行させるための制御プログラム。
【請求項１０】
　対象物が映る処理対象画像に基づいて、当該対象物の特徴を示す特徴画像を生成する特
徴画像生成方法であって、
　（ａ）前記処理対象画像に基づいて、前記対象物を示す第１画像を生成する工程と、
　（ｂ）前記第１画像を回転して得られる複数の回転画像を合成した回転合成画像の少な
くとも一部を前記特徴画像として生成する工程と
を備える、特徴画像生成方法。
【請求項１１】
　処理対象画像に映る対象物が比較対象に相当するか否かを判定する判定方法であって、
　（ａ）対象物が映る処理対象画像に基づいて、当該対象物の特徴を示す特徴画像を生成
する工程と、
　（ｂ）前記特徴画像に基づいて、前記処理対象画像に映る前記対象物が比較対象に相当
するか否かを判定する工程と
を備え、
　前記工程（ｂ）は、
　　（ｂ－１）前記処理対象画像に基づいて、前記対象物を示す第１画像を生成する工程
と、
　　（ｂ－２）前記第１画像を回転して得られる複数の回転画像を合成した回転合成画像
の少なくとも一部を前記特徴画像として生成する工程と
を有する、判定方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、画像処理に関する。
【背景技術】
【０００２】
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　画像処理を用いて対象物が比較対象に相当するか否かを判定する技術が従来から提案さ
れている。例えば特許文献１には、画像処理を用いて、画像に映る検査対象の部品が、正
しい部品に相当するか否か、つまり良品であるか否かを判定する技術が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特許第５３１７２５０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　さて、画像処理を用いた対象物が比較対象に相当するか否かを判定する際には、その判
定精度の向上が望まれている。
【０００５】
　そこで、本発明は上述の点に鑑みて成されたものであり、画像処理を用いて対象物が比
較対象に相当するか否かを判定する際の判定精度を向上することが可能な技術を提供する
ことを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記課題を解決するため、本発明に係る特徴画像生成装置の一態様は、対象物が映る処
理対象画像に基づいて、当該対象物の特徴を示す特徴画像を生成する特徴画像生成装置で
あって、前記処理対象画像に基づいて、前記対象物を示す第１画像を生成する第１生成部
と、前記第１画像を回転して得られる複数の回転画像を合成した回転合成画像の少なくと
も一部を前記特徴画像として生成する第２生成部とを備える。
【０００７】
　また、本発明に係る特徴画像生成装置の一態様では、前記第１生成部は、前記処理対象
画像から、前記対象物が映る対象物領域を抽出する抽出部と、前記対象物領域に対してエ
ッジ検出を行って、前記第１画像としてのエッジ画像を生成するエッジ画像生成部とを有
する。
【０００８】
　また、本発明に係る特徴画像生成装置の一態様では、前記抽出部は、前記処理対象画像
と背景画像との差分を示す背景差分画像を生成し、前記背景差分画像に対して、前記対象
物の外形を示すテンプレートを用いたテンプレートマッチングを行い、その結果に基づい
て、前記処理対象画像から前記対象物領域を抽出する。
【０００９】
　また、本発明に係る特徴画像生成装置の一態様では、前記第２生成部は、前記回転合成
画像の一部を前記特徴画像として生成する。
【００１０】
　また、本発明に係る判定装置の一態様は、処理対象画像に映る対象物が比較対象に相当
するか否かを判定する判定装置であって、対象物が映る処理対象画像に基づいて、当該対
象物の特徴を示す特徴画像を生成する特徴画像生成部と、前記特徴画像に基づいて、前記
処理対象画像に映る前記対象物が比較対象に相当するか否かを判定する判定部とを備え、
前記特徴画像生成部は、前記処理対象画像に基づいて、前記対象物を示す第１画像を生成
する第１生成部と、前記第１画像を回転して得られる複数の第１回転画像を合成した第１
回転合成画像の少なくとも一部を前記特徴画像として生成する第２生成部とを有する。
【００１１】
　また、本発明に係る判定装置の一態様では、前記判定部は、前記特徴画像と、前記比較
対象の特徴を示すテンプレート特徴画像とを比較し、その比較結果に基づいて、前記処理
対象画像に映る前記対象物が前記比較対象に相当するか否かを判定する。
【００１２】
　また、本発明に係る判定装置の一態様では、前記テンプレート特徴画像は、複数の前記
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比較対象がそれぞれ映る複数の標準画像に基づいてそれぞれ生成された複数の標準特徴画
像が合成された合成画像であって、前記複数の標準特徴画像のそれぞれは、当該標準特徴
画像の生成で使用される前記標準画像に基づいて生成された、当該標準画像に映る前記比
較対象を示す第２画像を回転して得られる複数の第２回転画像を合成した第２回転合成画
像の少なくとも一部である。
【００１３】
　また、本発明に係る制御プログラムは、コンピュータ装置に、対象物が映る処理対象画
像に基づいて、当該対象物の特徴を示す特徴画像を生成させるための制御プログラムであ
って、前記コンピュータ装置に、（ａ）前記処理対象画像に基づいて、前記対象物を示す
第１画像を生成する工程と、（ｂ）前記第１画像を回転して得られる複数の回転画像を合
成した回転合成画像の少なくとも一部を前記特徴画像として生成する工程とを実行させる
ためのものである。
【００１４】
　また、本発明に係る制御プログラムは、コンピュータ装置に、処理対象画像に映る対象
物が比較対象に相当するか否かを判定させるための制御プログラムであって、前記コンピ
ュータ装置に、（ａ）対象物が映る処理対象画像に基づいて、当該対象物の特徴を示す特
徴画像を生成する工程と、（ｂ）前記特徴画像に基づいて、前記処理対象画像に映る前記
対象物が比較対象に相当するか否かを判定する工程とを実行させ、前記工程（ｂ）におい
て、（ｂ－１）前記処理対象画像に基づいて、前記対象物を示す第１画像を生成する工程
と、（ｂ－２）前記第１画像を回転して得られる複数の回転画像を合成した回転合成画像
の少なくとも一部を前記特徴画像として生成する工程とを実行させるためのものである。
【００１５】
　また、本発明に係る特徴画像生成方法は、対象物が映る処理対象画像に基づいて、当該
対象物の特徴を示す特徴画像を生成する特徴画像生成方法であって、（ａ）前記処理対象
画像に基づいて、前記対象物を示す第１画像を生成する工程と、（ｂ）前記第１画像を回
転して得られる複数の回転画像を合成した回転合成画像の少なくとも一部を前記特徴画像
として生成する工程とを備える。
【００１６】
　また、本発明に係る判定方法は、処理対象画像に映る対象物が比較対象に相当するか否
かを判定する判定方法であって、（ａ）対象物が映る処理対象画像に基づいて、当該対象
物の特徴を示す特徴画像を生成する工程と、（ｂ）前記特徴画像に基づいて、前記処理対
象画像に映る前記対象物が比較対象に相当するか否かを判定する工程とを備え、前記工程
（ｂ）は、（ｂ－１）前記処理対象画像に基づいて、前記対象物を示す第１画像を生成す
る工程と、（ｂ－２）前記第１画像を回転して得られる複数の回転画像を合成した回転合
成画像の少なくとも一部を前記特徴画像として生成する工程とを有する。
【発明の効果】
【００１７】
　本発明によれば、処理対象画像に映る対象物が正しいものであるか否かを判定する際の
判定精度を向上することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】画像処理システムの構成を示す図である。
【図２】撮像画像の一例を模式的に示す図である。
【図３】判定装置の構成を示す図である。
【図４】特徴画像生成部の構成を示す図である。
【図５】判定装置の動作を示すフローチャートである。
【図６】貨幣領域の一例を模式的に示す図である。
【図７】背景画像の一例を模式的に示す図である。
【図８】背景差分画像の一例を模式的に示す図である。
【図９】外形テンプレートの一例を模式的に示す図である。
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【図１０】テンプレートマッチングを説明するための図である。
【図１１】貨幣領域の抽出処理を説明するための図である。
【図１２】エッジ画像の一例を模式的に示す図である。
【図１３】回転合成画像の生成方法を説明するための図である。
【図１４】テンプレート特徴画像の生成方法を説明するための図である。
【図１５】特徴画像の生成方法を説明するための図である。
【図１６】特徴画像の生成方法を説明するための図である。
【図１７】特徴画像の生成方法を説明するための図である。
【図１８】特徴画像の生成方法を説明するための図である。
【発明を実施するための形態】
【００１９】
　＜画像処理システム１の構成について＞
　図１は実施の形態に係る画像処理システム１の構成を示す図である。本実施の形態に係
る画像処理システム１は、画像処理を用いて、対象物が比較対象に相当するか否かを判定
するシステムである。画像処理システム１は、例えば、円形の貨幣が使用される自動販売
機内に設けられる。画像処理システム１は、実稼働中の自動販売機に対して外部から投入
される貨幣が正しいものに相当するか否かを判定する。言い換えれば、画像処理システム
１は、実稼働中の自動販売機に対して外部から投入される貨幣が正しいものであるか否か
、つまり当該貨幣の真偽を判定する。したがって、本実施の形態では、対象物は貨幣であ
る。また、対象物と比較される比較対象は、正しい貨幣（真正貨幣）である。なお、対象
物は貨幣以外であっても良い。また当該対象物の外形は円形以外であっても良い。
【００２０】
　図１に示されるように、画像処理システム１は、撮像装置２及び判定装置３を備えてい
る。撮像装置２は、自動販売機に対して投入された貨幣を撮像し、当該貨幣が映った撮像
画像１０を生成して判定装置３に出力する。自動販売機内では、レール上を貨幣が回転し
ながら移動し、撮像装置２は回転する貨幣を撮像する。本実施の形態では、撮像装置２で
生成される撮像画像１０は、カラー画像であるが、グレースケール画像であっても良い。
【００２１】
　図２は撮像装置２で得られる撮像画像１０の一例を模式的に示す図である。図２に示さ
れる撮像画像１０には、正しい貨幣１００、つまり真正貨幣１００が映っている。また撮
像画像１０には、背景であるレール１０１が映っている。真正貨幣１００の一方主面１０
０ａには、例えばアルファベット「Ａ」の模様が示されている。なお、真正貨幣１００の
模様はこれ以外であっても良い。また、真正貨幣１００の両主面に模様が付されていても
良い。
【００２２】
　本実施の形態では、貨幣１００は、その両主面の中心を通る、厚み方向に沿った回転軸
の周りに回転しながらレール１０１上を移動する。そして、撮像装置２は、貨幣１００の
一方主面１００ａ側から当該貨幣１００を撮像する。したがって、撮像画像１０には、貨
幣１００の一方主面１００ａが映っている。
【００２３】
　判定装置３は、撮像装置２から入力される撮像画像１０に映る貨幣１００が正しいもの
に相当するか否か、つまり当該貨幣１００が正しいものであるか否かを判定し、その判定
結果を出力する。この判定結果は、自動販売機内に設けられた、当該自動販売機の動作を
管理する制御部に入力される。制御部は、入力された判定結果に基づいて各種動作を行う
。以後、判定装置３が、撮像画像１０に映る貨幣１００が正しいものであるか否かを判定
する処理を「貨幣判定処理」と呼ぶ。
【００２４】
　本実施の形態では、判定装置３は、一種のコンピュータ装置であって、ＣＰＵ（Centra
l Processing Unit）３００及び記憶部３１０を備えている。記憶部３１０は、ＲＯＭ（R
ead Only Memory）及びＲＡＭ（Random Access Memory）等の、ＣＰＵ３００が読み取り
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可能な非一時的な記録媒体で構成されている。記憶部３１０には、判定装置３（コンピュ
ータ装置）を制御するための制御プログラム３１１が記憶されている。ＣＰＵ３００が記
憶部３１０内の制御プログラム３１１を実行することによって、判定装置３には様々な機
能ブロックが形成される。
【００２５】
　なお、判定装置３の各種機能の一部又は全部は、その機能の実現のためにプログラム（
ソフトフェア）が不要な、論理回路等を含む専用のハードウェア回路で実現しても良い。
また記憶部３１０は、ＲＯＭ及びＲＡＭ以外の、コンピュータが読み取り可能な非一時的
な記録媒体を備えていても良い。記憶部３１０は、例えば、小型のハードディスクドライ
ブ及びＳＳＤ（Solid State Drive）等を備えていても良い。
【００２６】
　図３は判定装置３が有する複数の機能ブロックを示す図である。図３に示されるように
、判定装置３は、機能ブロックとして、変換部３０、特徴画像生成部３１及び判定部３２
を備えている。変換部３０は、撮像装置２から入力される撮像画像１０をカラー画像から
グレースケール画像に変換し、変換後の撮像画像１０を撮像画像１１として出力する。
【００２７】
　特徴画像生成部３１は、貨幣１００が映る撮像画像１１に基づいて、当該貨幣１００の
特徴を示す特徴画像２０を生成する。判定部３２は、特徴画像生成部３１で生成された特
徴画像２０に基づいて、撮像画像１１に映る貨幣１００が正しいものか否かを判定し、そ
の判定結果２１を出力する。本実施の形態では、判定部３２は、特徴画像生成部３１が撮
像画像１１から生成した特徴画像２０と、真正貨幣１００の特徴を示すテンプレート特徴
画像２２とを比較し、その比較結果に基づいて、当該撮像画像１１に映る貨幣１００が正
しいものか否かを判定する。なお、特徴画像生成部３１は「特徴画像生成装置３１」と呼
ばれることがある。
【００２８】
　図４は特徴画像生成部３１の構成を示す図である。図４に示されるように、特徴画像生
成部３１は、第１画像生成部４０及び第２画像生成部５０を備えている。第１画像生成部
４０は、撮像画像１１に基づいて、貨幣１００を示す第１画像２４を生成する。第２画像
生成部５０は、第１画像生成部４０で生成された第１画像２４を回転して得られる複数の
回転画像を合成した回転合成画像の少なくとも一部を特徴画像２０として生成する。
【００２９】
　第１画像生成部４０は、抽出部４１及びエッジ画像生成部４２を備えている。抽出部４
１は、撮像画像１１から貨幣１００が映る貨幣領域２３を抽出する。エッジ画像生成部４
２は、抽出部４１で抽出された貨幣領域２３に対してエッジ検出を行って、第１画像２４
としてのエッジ画像を生成する。
【００３０】
　＜貨幣判定処理のフローについて＞
　次に、自動販売機が実稼働中において、判定装置３が貨幣判定処理を行う際の当該判定
装置３の一連の動作について説明する。図５は貨幣判定処理を示すフローチャートである
。
【００３１】
　図５に示されるように、ステップｓ１において、判定装置３は、撮像装置２から撮像画
像１０が入力されると、変換部３０において当該撮像画像１０をカラー画像からグレース
ケール画像に変換し、それによって得られた撮像画像１１を処理対象とする。以後、処理
対象の撮像画像１１を「処理対象画像１１」と呼ぶことがある。
【００３２】
　次にステップｓ２において、抽出部４１は、処理対象画像１１から、貨幣１００が映る
貨幣領域２３を抽出する。次にステップｓ３において、エッジ画像生成部４２は、抽出部
４１で抽出された貨幣領域２３に対してエッジ検出を行って、貨幣１００を示す第１画像
２４としてのエッジ画像を生成する。次にステップｓ４において、第２画像生成部５０は
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、エッジ画像生成部４２で生成されたエッジ画像（第１画像２４）を回転して得られる複
数の回転画像を合成した回転合成画像の少なくとも一部を特徴画像２０として生成する。
【００３３】
　次にステップｓ５において、判定部３２は、第２画像生成部５０で生成された特徴画像
２０と、テンプレート特徴画像２２とを比較し、その比較結果に基づいて、処理対象画像
１１に映る貨幣１００が正しいものであるかを判定する。言い換えれば、判定部３２は、
特徴画像２０とテンプレート特徴画像２２との比較結果に基づいて、撮像装置２で生成さ
れた撮像画像１０に映る貨幣１００が正しいものであるかを判定する。そして、判定部３
２は、ステップｓ６において、ステップｓ５での判定結果２１を、自動販売機内に設けら
れた制御部に出力する。制御部は、撮像画像１０に映る貨幣１００が正しいものではない
場合には、言い換えれば、撮像画像１０に映る貨幣１００が正しいものに相当しない場合
には、例えば、スピーカから警告音を出力したり、ディスプレイに警告情報を表示したり
するなどして、外部に警告を発する。
【００３４】
　その後、判定装置３は、新たな撮像画像１０が入力されると、当該撮像画像１０から得
られる撮像画像１１を新たな処理対象として、ステップｓ２～ｓ６を実行する。以後、判
定装置３は、撮像画像１０が入力されるたびに、同様の動作を行う。
【００３５】
　＜各構成要素の詳細説明＞
　以下に、抽出部４１、エッジ画像生成部４２、第２画像生成部５０及び判定部３２の動
作についてさらに詳細に説明する。
【００３６】
　＜抽出部について＞
　図６は、抽出部４１が撮像画像１１から抽出する貨幣領域２３の一例を模式的に示す図
である。撮像画像１１から貨幣領域２３を抽出する方法としては様々な方法がある。
【００３７】
　例えば、貨幣１００の外形が円形であることを利用した第１の抽出方法がある。この第
１の抽出方法では、まず、撮像画像１１に対してエッジ検出が行われてエッジ画像が生成
される。エッジ画像の生成方法としては、例えば、Sobel法、Laplacian法、Canny法など
が使用される。次に、生成されたエッジ画像から円形領域が抽出される。円領域の抽出方
法としては、例えばハフ変換が使用される。そして、エッジ画像における当該円形領域の
位置と同じ位置に存在する撮像画像１１での円形領域が、貨幣領域２３とされる。
【００３８】
　別の方法としては、背景差分法とラベリングを用いて撮像画像１１から貨幣領域２３を
抽出する第２の抽出方法がある。この第２の抽出方法では、まず、撮像画像１１と背景画
像（撮像画像１１の背景だけが映る画像）との差分を示す背景差分画像が生成され、生成
された背景差分画像が２値化される。そして、２値の背景差分画像に対して４連結等のラ
ベリングが行われる。そして、２値の背景差分画像における、ラベリングの結果得られた
連結領域（独立領域）の位置と同じ位置に存在する撮像画像１１での部分領域が、貨幣領
域２３とされる。
【００３９】
　本実施の形態では、抽出部４１は、上記の２つの方法とは異なる方法で、撮像画像１１
から貨幣領域２３を抽出する。以下に本実施の形態に係る抽出部４１の動作について説明
する。なお、抽出部４１は、上記の２つの方法のどちらか一方を用いて撮像画像１１から
貨幣領域２３を抽出しても良い。
【００４０】
　まず、抽出部４１は、撮像画像１１と背景画像６０（撮像画像１１の背景だけが映る画
像）との差分を示す背景差分画像を生成し、生成した背景差分画像を２値化する。図７は
背景画像６０を模式的に示す図であって、図８は２値の背景差分画像６１を模式的に示す
図である。なお、図８及び後述の図において模式的に示される２値の画像では、画素値が
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“１”の領域（高輝度領域）は黒色で示され、画素値が“０”の領域（低輝度領域）は白
色で示される。背景画像６０は、判定装置３の記憶部３１０に予め記憶されている。
【００４１】
　次に、抽出部４１は、２値の背景差分画像６１に対して、貨幣１００の外形を示す２値
の外形テンプレート６２を用いたテンプレートマッチングを行う。つまり、抽出部４１は
、背景差分画像６１において、外形テンプレート６２と類似する領域がどこに存在するか
を特定する。言い換えると、抽出部４１は、背景差分画像６１において、外形テンプレー
ト６２が示す貨幣１００の外形と一致する領域がどこに存在するかを特定する。図９は外
形テンプレート６２を模式的に示す図である。外形テンプレート６２は、判定装置３の記
憶部３１０に予め記憶されている。
【００４２】
　テンプレートマッチングでは、抽出部４１は、図１０に示されるように、背景差分画像
６１上で外形テンプレート６２をラスタスキャン方向に少しずつ移動させる。言い換えれ
ば、抽出部４１は、背景差分画像６１上で外形テンプレート６２をラスタスキャンさせる
。このとき、抽出部４１は、外形テンプレート６２の各位置において、当該外形テンプレ
ート６２と、それに重なる、背景差分画像６１の部分領域とのＡＮＤ画像を生成する。こ
れにより、複数の２値のＡＮＤ画像が生成される。そして、抽出部４１は、生成した複数
のＡＮＤ画像のうち、画素値が“１”の画素（高輝度画素）の数が最も多いＡＮＤ画像の
生成で使用された外形テンプレート６２の背景差分画像６１上の位置を特定する。この位
置は、背景差分画像６１において、外形テンプレート６２と類似した領域が存在する位置
である。そして、抽出部４１は、図１１に示されるように、特定した位置と同じ位置に存
在する撮像画像１１での部分領域１１ａを、貨幣領域２３として抽出する。言い換えれば
、抽出部４１は、特定した位置と同じ位置に外形テンプレート６２を撮像画像１１に配置
した際に、当該外形テンプレート６２と重なる、撮像画像１１での部分領域１１ａを、貨
幣領域２３として抽出する。このとき、当該部分領域１１ａにおいて、その上の外形テン
プレート６２が示す円形よりも外側の各画素の画素値を零としたもの貨幣領域２３として
も良い。抽出部４１で抽出される貨幣領域２３はグレースケール画像である。本実施の形
態では、貨幣領域２３の外形は四角形であるが、円形であっても良い。
【００４３】
　＜エッジ画像生成部について＞
　エッジ画像生成部４２は、例えば、Sobel法、Laplacian法、Canny法などを使用して、
抽出部４１で抽出された貨幣領域２３に対してエッジ検出を行ってエッジ画像６５を生成
する。本実施の形態では、エッジ画像生成部４２は、例えば、処理が軽いSobel法を使用
する。エッジ画像６５は２値の画像である。図１２はエッジ画像６５を模式的に示す図で
ある。
【００４４】
　＜第２画像生成部について＞
　第２画像生成部５０は、エッジ画像生成部４２で生成されたエッジ画像６５を回転して
得られる複数の回転画像を合成した回転合成画像の少なくとも一部を特徴画像２０として
生成する。本実施の形態では、第２画像生成部５０は、例えば、エッジ画像６５を回転し
て得られる複数の回転画像を合成した回転合成画像を特徴画像２０として生成する。ここ
で、エッジ画像６５の回転には、回転角度が０°の場合も含むものとする。以下に、当該
回転合成画像の生成方法について説明する。
【００４５】
　図１３は第２画像生成部５０が回転合成画像７０（第２画像２５）を生成する方法を説
明するための図である。第２画像生成部５０は、エッジ画像６５を所定の角度αずつ回転
させて、図１３に示されるように、複数個の回転画像６５ａを生成する。ここで、第２画
像生成部５０は、トータルの回転角度が（３６０°－α）となるまでエッジ画像６５を所
定の角度αずつ回転させる。本実施の形態では、第２画像生成部５０は、エッジ画像６５
を例えば２°ずつ回転させて（α＝２°）、１８０個の回転画像６５ａを生成する。そし



(10) JP 2016-133950 A 2016.7.25

10

20

30

40

50

て、第２画像生成部５０は、生成した複数個の回転画像６５ａを合成して回転合成画像７
０を生成する。具体的には、第２画像生成部５０は、複数個の回転画像６５ａを、それら
の中心を一致させて加算平均し、それによって得られる加算平均画像を回転合成画像７０
とする。第２画像生成部５０は、生成した回転合成画像７０を、撮像画像１１に映る貨幣
１００の特徴を示す特徴画像２０として使用する。
【００４６】
　なお、第２画像生成部５０は、複数個の回転画像６５ａを合成する際に、各回転画像６
５ａにおいて、トータルの回転角度が０°の回転画像６５ａ（つまり、回転していないエ
ッジ画像６５）の外形からはみ出る領域を使用しない。したがって、回転合成画像７０は
、エッジ画像６５と同じ大きさのグレースケール画像となる。
【００４７】
　上述のように、撮像装置２は、回転する貨幣１００を撮像し、当該貨幣１００が映る撮
像画像１０を生成する。したがって、判定装置３の変換部３０が生成する撮像画像１１に
映る貨幣１００の回転角度（貨幣１００に付された模様の回転角度）が常に同じであると
は限らない。つまり、撮像画像１１に映る貨幣１００の周方向の向きは一定とならない。
一方で、回転合成画像７０は、撮像画像１１に映る貨幣１００を示すエッジ画像６５を回
転して得られる複数の回転画像６５ａを合成したものであることから、撮像画像１１に映
る貨幣１００の回転角度にばらつきがあるとしても（撮像画像１１に映る貨幣１００の周
方向の向きが一定でなくても）、貨幣１００が正しいものであれば、撮像画像１１から得
られる回転合成画像７０はほとんど変化しない。よって、回転合成画像７０は、撮像画像
１１に映る貨幣１００の回転角度の影響を受けにくい、当該貨幣１００の特徴を示す特徴
画像２０であると言える。つまり、回転合成画像７０は、撮像画像１１に映る貨幣１００
の周方向の向きの影響を受けにくい、当該貨幣１００の特徴を示す特徴画像２０であると
言える。
【００４８】
　＜判定部について＞
　判定部３２は、第２画像生成部５０で生成された回転合成画像７０（特徴画像２０）と
、真正貨幣１００の特徴を示すテンプレート特徴画像２２とを比較し、その比較結果に基
づいて、当該撮像画像１１に映る貨幣１００が正しいものか否かを判定する。テンプレー
ト特徴画像２２としては、真正貨幣１００が映る撮像画像１１から上記と同様にして特徴
画像生成部３１で生成された、当該真正貨幣１００の特徴を示す特徴画像２０（回転合成
画像７０）が使用される。自動販売機が実稼働していないときには、テンプレート特徴画
像２２を得るために、自動販売機に対して真正貨幣１００が投入される。自動販売機内の
画像処理システム１では、投入された真正貨幣１００が映る撮像画像１１が生成される。
この撮像画像１１を「標準画像１１」と呼ぶ。画像処理システム１では、特徴画像生成部
３１が、標準画像１１に基づいて、当該標準画像１１に映る真正貨幣１００の特徴を示す
特徴画像２０（回転合成画像７０）を生成する。この特徴画像２０を「標準特徴画像２０
」と呼ぶ。本実施の形態では、標準特徴画像２０がテンプレート特徴画像２２となる。自
動販売機が実稼働していないときに生成されたテンプレート特徴画像２２は、判定装置３
の記憶部３１０に記憶される。以後、自動販売機が実稼働中に生成される特徴画像２０（
真偽判定を行う貨幣１００が映る撮像画像１１から生成された特徴画像２０）を、標準特
徴画像２０と区別するために、「対象特徴画像２０」と呼ぶことがある。
【００４９】
　判定部３２は、例えば、回転合成画像７０（対象特徴画像２０）とテンプレート特徴画
像２２との間の類似度（相違度）を求めることによって、両者を比較する。本実施の形態
では、判定部３２は、類似度を示す値として、ＳＡＤ（Sum of Absolute Difference)を
使用する。ＳＡＤが大きいことは類似度が低いことを意味し、ＳＡＤが小さいことは類似
度が高いことを意味する。類似度を示す値として、ＳＳＤ（Sum of Squared Difference
）あるいはＮＣＣ（Normalized Correlation Coffiecient）などの他の値を使用しても良
い。
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【００５０】
　判定部３２は、回転合成画像７０とテンプレート特徴画像２２との間の類似度が高い場
合には、撮像画像１１に映る貨幣１００が正しいものであると判定し、当該類似度が低い
場合には、撮像画像１１に映る貨幣１００が正しいものではないと判定する。具体的には
、判定部３２は、回転合成画像７０とテンプレート特徴画像２２との間のＳＡＤがしきい
値以下の場合には、撮像画像１１に映る貨幣１００が正しいものであると判定し、当該Ｓ
ＡＤが当該しきい値よりも大きい場合には、撮像画像１１に映る貨幣１００が正しいもの
ではないと判定する。そして、判定部３２は判定結果２１を出力する。
【００５１】
　判定部３２で使用されるしきい値は、例えば、複数の真正貨幣１００が使用されて決定
される。具体的には、自動販売機が実稼働していないときに、自動販売機に対して複数の
真正貨幣１００が順次投入される。そして、自動販売機内の画像処理システム１では、自
動販売機に投入された複数の真正貨幣１００がそれぞれ映る複数の撮像画像１１が生成さ
れる。判定部３２は、生成された複数の撮像画像１１のそれぞれについて、当該撮像画像
１１から特徴画像生成部３１で生成された回転合成画像７０と、テンプレート特徴画像２
２との間のＳＡＤを求める。そして、判定装置３は、判定部３２が求めた複数のＳＡＤの
うちの最大値をしきい値に決定する。決定されたしきい値は、判定装置３の記憶部３１０
に記憶される。
【００５２】
　判定部３２で使用されるしきい値がこのように決定されることにより、真正貨幣１００
の種類が変更された場合には、変更後の真正貨幣１００が、実稼働していない自動販売機
に投入されることによって、変更後の真正貨幣１００に応じたしきい値が決定される。よ
って、真正貨幣１００の種類が変更された場合であっても、自動販売機に投入された貨幣
１００が正しいものであるか否か、つまり真正貨幣１００であるか否かを適切に判定する
ことができる。
【００５３】
　なお上記の例では、２値のエッジ画像６５が、撮像画像１１に映る貨幣１００を示す第
１画像２４として使用されたが、グレースケール画像の貨幣領域２３が第１画像２４とし
て使用されても良い。この場合には、貨幣領域２３を回転して得られる複数の回転画像を
合成した回転合成画像が特徴画像２０とされる。
【００５４】
　以上のように、本実施の形態に係る特徴画像生成装置３１では、貨幣１００を示す第１
画像２４を回転して得られる複数の回転画像を合成した回転合成画像７０の少なくとも一
部を特徴画像２０として生成している。この特徴画像２０は、撮像画像１１に映る貨幣１
００の回転角度の影響（当該貨幣１００の周方向の向きの影響）を受けにくい。したがっ
て、撮像画像１１に映る貨幣１００の回転角度（回転姿勢）がばらつく場合であっても、
特徴画像生成装置３１で生成される特徴画像２０（対象特徴画像２０、標準特徴画像２０
）を用いて撮像画像１１に映る貨幣１００が正しいものであるか否かをより正確に判定す
ることができる。言い換えれば、撮像画像１１に映る貨幣１００の周方向の向きが一定し
ない場合であっても、特徴画像生成装置３１で生成される特徴画像２０を用いて撮像画像
１１に映る貨幣１００が正しいものであるか否かをより正確に判定することができる。よ
って、判定精度が向上する。
【００５５】
　また本実施の形態では、２値のエッジ画像６５を第１画像２４としているため、グレー
スケール画像の貨幣領域２３を第１画像２４とする場合と比較して、撮像装置２での撮像
領域の明るさの変化の影響を第１画像２４が受けることを抑制することができる。よって
、特徴画像２０が、貨幣１００が撮像される撮像領域の明るさの変化の影響を受けること
を抑制することができ、その結果、貨幣１００の真偽判定の精度が向上する。
【００５６】
　また本実施の形態では、抽出部４１は、テンプレートマッチングを用いて、撮像画像１
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１から貨幣領域２３を抽出しているため、ハフ変換が使用される上述の第１の抽出方法や
、ラベリングが使用される第２の抽出方法と比較して、抽出処理が簡素化される。
【００５７】
　また本実施の形態では、判定部３２は、撮像画像１１から生成された特徴画像２０と、
テンプレート特徴画像２２とをＳＡＤ等を用いて比較し、その比較結果に基づいて当該撮
像画像１１に映る貨幣１００が正しいものか否かを判定しているため、判定処理が簡素化
される。
【００５８】
　＜各種変形例＞
　以下に各種変形例について説明する。
【００５９】
　＜第１変形例＞
　上記の例では、対象特徴画像２０と比較されるテンプレート特徴画像２２として標準特
徴画像２０が採用されているが、互いに異なる複数の真正貨幣１００がそれぞれ映る複数
の標準画像１１からそれぞれ生成される複数の標準特徴画像２０を合成して得られる合成
画像をテンプレート特徴画像２２としても良い。
【００６０】
　図１４は、本変形例に係るテンプレート特徴画像２２の生成方法を説明するための図で
ある。図１４の例では、テンプレート特徴画像２２の生成に、互いに異なる４つの真正貨
幣１００がそれぞれ映る撮像画像１１からそれぞれ生成された４つの標準特徴画像２０が
使用されている。
【００６１】
　本変形例では、画像処理システム１においてテンプレート特徴画像２２が生成される際
には、自動販売機が実稼働していないときに、自動販売機に対して複数の真正貨幣１００
が順次投入される。そして、自動販売機内の画像処理システム１では、自動販売機に投入
された複数の真正貨幣１００がそれぞれ映る複数の標準画像１１が生成される。特徴画像
生成部３１は、生成された複数の標準画像１１のそれぞれについて、当該標準画像１１か
ら標準特徴画像２０を生成する。そして特徴画像生成部３１は、生成した複数の標準特徴
画像２０を合成し、それよって得られた合成画像８０（図１４参照）をテンプレート特徴
画像２２とする。例えば、特徴画像生成部３１は、複数の標準特徴画像２０を加算平均し
、それよって得られた加算平均画像（合成画像８０）をテンプレート特徴画像２２とする
。
【００６２】
　このように、互いに異なる真正貨幣１００の特徴をそれぞれ示す複数の標準特徴画像２
０を合成した合成画像８０をテンプレート特徴画像２２とすることによって、標準特徴画
像２０をそのままテンプレート特徴画像２２とする場合と比較して、真正貨幣１００の個
体差が、貨幣判定処理に与える影響を抑制することができる。また、撮像装置２が貨幣１
００を撮像する際の当該貨幣１００と当該撮像装置２との距離がばらつく場合であっても
、これが貨幣判定処理に与える影響を抑制することができる。よって、貨幣判定処理の精
度が向上する。
【００６３】
　また本例とは異なり、真正貨幣１００を示す第１画像２４をそのまま標準特徴画像２０
として使用した場合には、複数の標準特徴画像２０を合成する際に、当該複数の標準特徴
画像２０にそれぞれ映る複数の真正貨幣１００の回転角度（回転姿勢）が一致するように
、当該複数の標準特徴画像２０の向きを合わせる必要がある。
【００６４】
　これに対して、本変形例では、標準特徴画像２０として、真正貨幣１００を示す第１画
像２４を回転して得られる複数の回転画像を合成した回転合成画像７０を使用しているた
め、複数の標準特徴画像２０を合成する際に、当該複数の標準特徴画像２０の向きを合わ
せる必要がない。よって、テンプレート特徴画像２２の生成処理が簡素化される。
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【００６５】
　なお、テンプレート特徴画像２２の生成で使用される真正貨幣１００に大きな傷がある
場合には、複数の標準特徴画像２０を合成してテンプレート特徴画像２２を生成したとし
ても、その傷の影響がテンプレート特徴画像２２に現れ、貨幣判定処理の精度が劣化する
可能がある。
【００６６】
　そこで、複数の真正貨幣１００の特徴をそれぞれ示す複数の標準特徴画像２０にそれぞ
れ含まれる、互いに同じ位置の複数の画素の画素値において、他の画素値と極端に異なる
画素値が存在する場合には、その極端に異なる画素値を有する画素を含む標準特徴画像２
０を使用せずにテンプレート特徴画像２２を生成しても良い。これにより、大きな傷を有
する真正貨幣の特徴を示す標準特徴画像２０が、テンプレート特徴画像２２の生成に使用
されることを抑制することができる。よって、貨幣判定処理の精度が劣化することを抑制
できる。
【００６７】
　＜第２変形例＞
　上記の例では、第２画像生成部５０は、貨幣１００を示す１画像２４を回転して得られ
る複数の回転画像を合成した回転合成画像７０を特徴画像２０としていたが、当該回転合
成画像７０の一部を特徴画像２０としても良い。以後、特徴画像２０となる、回転合成画
像７０の一部を「特徴部分領域７５」と呼ぶ。
【００６８】
　図１５は特徴部分領域７５（特徴画像２０）の一例を示す図である。図１５に示される
例では、四角形の回転合成画像７０において、中心７１から上側の一辺７２まで達する長
方形の部分領域が特徴部分領域７５とされている。図１５に示される特徴部分領域７５に
は、行方向及び列方向のそれぞれにおいて複数の画素が含まれている。特徴部分領域７５
の形状は長方形以外であっても良い。
【００６９】
　第２画像生成部５０は、例えば、貨幣１００を示す第１画像２４に基づいて回転合成画
像７０を生成し、その後、当該回転合成画像７０から特徴部分領域７５を抽出することに
よって、特徴画像２０を生成する。
【００７０】
　また第２画像生成部５０は、回転合成画像７０を生成せずに特徴画像２０を生成するこ
とも可能である。図１６は、その方法を説明するための図である。図１６に示されるよう
に、第２画像生成部５０は、第１画像生成部４０で生成された第１画像２４に対して抽出
窓９０を設定し、当該抽出窓９０内の部分領域２４１を抽出する。抽出窓９０は、特徴部
分領域７５と同じ大きさである。また抽出窓９０は、第１画像２４において、生成する特
徴部分領域７５の回転合成画像７０での位置（図１５参照）と同じ位置に設定される。こ
こで抽出された部分領域２４１を「基準部分領域２４１」と呼ぶ。
【００７１】
　次に第２画像生成部５０は、第１画像２４の中心２４０を中心に抽出窓９０を所定の角
度βずつ回転させ、各回転角度において抽出窓９０内の部分領域２４１を抽出する。ここ
で、第２画像生成部５０は、トータルの回転角度が（３６０°－β）になるまで、第１画
像２４の中心２４０を中心に抽出窓９０を所定の角度βずつ回転させる。βは例えば２°
である。そして、第２画像生成部５０は、得られた複数の部分領域２４１を合成して合成
画像を生成する。このとき、第２画像生成部５０は、得られた複数の部分領域２４１にお
いて、基準部分領域２４１以外の部分領域２４１を、当該基準部分領域２４１の外形と一
致するように回転させた上で、当該複数の部分領域２４１を合成する。第２画像生成部５
０は、例えば、得られた複数の部分領域２４１を加算平均して加算平均画像を生成するこ
とによって、当該複数の部分領域２４１の合成画像を生成する。この加算平均画像（合成
画像）が特徴部分領域７５となる。
【００７２】
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　このように、回転合成画像７０の一部を特徴画像２０とすることによって、特徴画像２
０の画素数が低減する。したがって、特徴画像２０を使用する判定部３２での処理が簡素
化される。
【００７３】
　また、第２画像生成部５０が、抽出窓９０を所定の角度ずつ回転させ、各回転角度にお
いて抽出窓９０内の部分領域２４１を抽出し、得られた複数の部分領域２４１を合成する
ことによって特徴画像２０を生成する場合には、特徴画像２０を生成する際に取り扱う画
像の画素数が低減するため、特徴画像２０の生成処理が簡素化される。
【００７４】
　なお、回転合成画像７０のどの部分を特徴部分領域７５とするかについては、真正貨幣
１００に示される模様の位置等に基づいて決定される。つまり、特徴部分領域７５におい
て貨幣１００の特徴が十分に表れるように、回転合成画像７０の一部が特徴部分領域７５
に設定される。
【００７５】
　例えば、図２に示されるように、真正貨幣１００の模様が当該貨幣１００の一方主面１
００ａのほぼ全面に渡って存在する場合には、本例のように、回転合成画像７０において
、中心７１から一辺７２まで達するように特徴部分領域７５が設定されることが望ましい
。
【００７６】
　また、貨幣１００の模様が当該貨幣１００の一方主面１００ａの周端部だけにしか存在
しない場合には、図１７に示されるように、回転合成画像７０の端部だけを特徴部分領域
７５としても良い。
【００７７】
　また、貨幣１００の模様が当該貨幣１００の一方主面１００ａのほぼ全面に渡って存在
する場合には、図１８に示されるように線状の特徴部分領域７５としても良い。図１８に
示される特徴部分領域７５においては、列方向では複数の画素が含まれているが、行方向
では１つの画素だけしか含まれていない。
【００７８】
　＜その他の変形例＞
　上記の例では、画像処理システム１は、自動販売機に導入されていたが、他の装置ある
いは様々な場所に導入されても良い。
【００７９】
　例えば、画像処理システム１は、工場内で製品を組み立てる製造ラインに導入されても
良い。より具体的には、画像処理システム１は、例えば、複数の部品を基板に実装する製
造ラインに導入されても良い。この場合には、複数の部品が実装された基板が撮像装置２
で撮像される。特徴画像生成部３１は、複数の部品が実装された基板が映る撮像画像１１
に基づいて、当該基板の特徴を示す特徴画像を生成する。判定部３２は、特徴画像生成部
３１で生成された特徴画像に基づいて、撮像画像１１に映る、複数の部品が実装された基
板が、複数の部品が正しく実装された基板に相当するか否か、つまり、基板に対して複数
の部品が正しく実装されているか否かを判定する。基板上での複数の部品は、貨幣表面の
模様と同じように扱うことができることから、上記と同様にして、画像処理システム１は
、基板に対して複数の部品が正しく実装されているか否かを判定することができる。これ
により、部品の実装間違え及び部品の実装もれ等を検出することができる。
【００８０】
　また、画像処理システム１は、工場内でお菓子を製造する製造ラインに導入されても良
い。より具体的には、画像処理システム１は、例えば、クッキーあるいはチョコレート等
の、表面に模様を有するお菓子を製造する製造ラインに導入されても良い。この場合には
、製造されたお菓子が撮像装置２で撮像される。特徴画像生成部３１は、お菓子が映る撮
像画像１１に基づいて、当該お菓子の特徴を示す特徴画像を生成する。判定部３２は、特
徴画像生成部３１で生成された特徴画像に基づいて、撮像画像１１に映るお菓子が、正し
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く製造されたお菓子（良品のお菓子）に相当するか否か、つまり、撮像画像１１に映るお
菓子が正しく製造されているか否かを判定する。お菓子表面の模様は、貨幣表面の模様と
同じように扱うことができることから、上記と同様にして、画像処理システム１は、お菓
子が正しく製造されているか否かを判定することができる。これにより、お菓子の模様の
崩れ及び欠け等を検出することができる。
【００８１】
　また、画像処理システム１は、回転寿司店に導入されても良い。回転寿司店では、寿司
等の商品の値段として、当該商品がのせられた皿の模様に応じた値段が設定されているこ
とがある。そして、回転寿司店では、客が手に取った各皿の模様に応じた値段の合計が、
飲食代として計算されることがある。このような回転寿司店に導入される画像処理システ
ム１は、画像処理によって、客が手に取った皿の模様を特定する。
【００８２】
　具体的には、寿司等をのせた複数の皿が搭載された回転レーンから客が皿を手に取った
とき、当該皿が撮像装置２で撮像される。特徴画像生成部３１は、皿が映る撮像画像１１
に基づいて、当該皿の特徴を示す特徴画像を生成する。
【００８３】
　ここで、皿の周縁部に模様が付されており、寿司等の商品が皿の中央部（模様が無い部
分）にのせられるものとする。特徴画像生成部３１の第１画像生成部４０で生成されたエ
ッジ画像６５のうちの中央部は、商品が映っており、皿の特徴を示すものではないことか
ら、第１画像生成部４０は、エッジ画像６５のうち、中央部以外の部分を、皿を示す第１
画像２４とする。特徴画像生成部３１の第２画像生成部５０は、この第１画像２４画像を
回転して得られる複数の回転画像を合成した回転合成画像の少なくとも一部を特徴画像と
する。
【００８４】
　判定部３２は、特徴画像生成部３１で生成された特徴画像に基づいて、撮像画像１１に
映る皿が、所定の模様を有する皿に相当するか否かを判定する。つまり、判定部３２は、
特徴量に基づいて、撮像画像１１に映る皿の模様が、所定の模様に一致するか否かを判定
する。皿表面の模様は、貨幣表面の模様と同じように扱うことができることから、上記と
同様にして、画像処理システム１は、撮像画像１１に映る皿が、所定の模様を有する皿に
相当するか否かを判定することができる。判定部３４は、回転寿司店で使用される複数種
類の皿にそれぞれ付された複数種類の模様のそれぞれについて、当該模様と、撮像画像１
１に映る皿の模様と一致するか否かを判定する。これにより、撮像画像１１に映る皿の模
様が特定される。したがって、撮像画像１１に映る皿の模様に応じた値段を自動的に特定
することができる。よって、客が手に取った各皿の模様に応じた値段の合計、つまり飲食
代を自動計算することができる。
【００８５】
　また、画像処理システム１は、物流センターに導入されても良い。物流センターでは、
ダンボール等の荷物に対して、郵送先等が記載されたシールが貼られることがある。画像
処理システム１は、荷物に貼られたシールが正しいシールに相当するか否か、つまり荷物
に正しいシールが貼られているか否かを判定する。この場合には、荷物に貼られたシール
が撮像装置２で撮像される。特徴画像生成部３１は、シールが映る撮像画像１１に基づい
て、当該シールの特徴を示す特徴画像を生成する。判定部３２は、特徴画像生成部３１で
生成された特徴画像に基づいて、撮像画像１１に映るシールが正しいシールに相当するか
否か、つまり、撮像画像１１に映るシールが正しいものであるか否かを判定する。シール
表面の文字等は、貨幣表面の模様と同じように扱うことができることから、上記と同様に
して、画像処理システム１は、荷物に正しいシールが貼られているか否かを判定すること
ができる。これにより、シールの貼り間違え等を検出することができる。
【００８６】
　以上のように、画像処理システム１は詳細に説明されたが、上記した説明は、全ての局
面において例示であって、この発明がそれに限定されるものではない。また、上述した各
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種変形例は、相互に矛盾しない限り組み合わせて適用可能である。そして、例示されてい
ない無数の変形例が、この発明の範囲から外れることなく想定され得るものと解される。
【符号の説明】
【００８７】
　１　画像処理システム
　３　判定装置
　１１　撮像画像
　２０　特徴画像
　２２　テンプレート特徴画像
　２３　貨幣領域
　２４　第１画像
　３１　特徴画像生成部（特徴画像生成装置）
　３２　判定部
　４０　第１画像生成部
　４１　抽出部
　４２　エッジ画像生成部
　５０　第２画像生成部
　７０　回転合成画像
　１００　貨幣
　３１１　制御プログラム
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