
JP 2019-21189 A 2019.2.7

10

(57)【要約】
【課題】偏光情報を用いて、比較画像と比較して物体に
よる変化がある領域であるか否かを判定する。
【解決手段】偏光情報取得部２０が、撮影部１０が撮影
した画像の偏光情報を取得する。領域分割手段４４が、
入力画像を局所領域に分割する。類似度算出手段４６が
、局所領域について、入力画像の偏光情報と比較画像の
偏光情報との相関が高いほど高くなる類似度を算出する
。実体判定手段４８が、類似度が所定値以下である場合
、入力画像における局所領域が、物体による変化があっ
た領域であると判定し、類似度が所定値よりも高い場合
、物体による変化がなかった領域であると判定する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　空間を撮影した入力画像から、局所領域内の各画素の偏光情報を取得する偏光情報取得
部と、
　前記局所領域について、前記入力画像の前記偏光情報と、前記入力画像と撮影時刻が異
なる前記空間を撮影した比較画像の前記偏光情報との相関が高いほど高くなる類似度を算
出する類似度算出部と、
　前記類似度が所定値以下である場合、前記入力画像における前記局所領域が、前記比較
画像と比較して物体による変化があった領域であると判定する物体判定部と、
　を含む物体検出装置。
【請求項２】
　前記物体判定部は、前記類似度が前記所定値よりも高い場合、前記入力画像における前
記局所領域が、前記比較画像と比較して物体による変化がなかった領域であると判定する
請求項１記載の物体検出装置。
【請求項３】
　前記類似度算出部は、前記局所領域について、画素毎に前記入力画像の当該画素の前記
偏光情報と前記比較画像の当該画素の前記偏光情報とを比較した比較結果の傾向の有無を
表す相関値を、前記類似度として算出する請求項１又は２記載の物体検出装置。
【請求項４】
　前記類似度算出部は、前記局所領域について、画素毎の、前記入力画像の当該画素の前
記偏光情報と前記比較画像の当該画素の前記偏光情報との差分のばらつきを、前記類似度
として算出する請求項１～請求項３の何れか１項記載の物体検出装置。
【請求項５】
　前記入力画像の対象領域を検出する対象領域検出部と、
　前記対象領域内の局所領域のうち、前記物体による変化があった領域であると判定され
た局所領域を結合した物体領域を生成し、前記物体領域が検出対象を表すか否かを判定す
る検出対象判定部と、
　を更に含む請求項１～請求項４の何れか１項記載の物体検出装置。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、検出対象を検出するための物体検出装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　可視光画像から侵入者を検出する画像センサでは、背景差分によって変化領域を抽出し
、変化領域の形状や大きさが、人物らしいか否かを判定することで侵入者を検出している
。
【０００３】
　このとき、人物とその影が入力画像に出現した場合は、人物と影が一体となって１つの
変化領域として抽出される。この場合、変化領域の形状や大きさからでは、人物を精度良
く検出できないため、人物と影を分離する必要がある。
【０００４】
　従来、影が低輝度で撮影されることを利用して、人物と影を区別していた。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開平５－１５１３５６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
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　しかし、人物が影と同じ輝度で撮影されていた場合（黒服の人物などが撮影されていた
場合）は、低輝度であるという特徴から人物と影を区別することが困難であった。また、
影だけではなく光についても同様に、人物が光と同じ輝度で撮影されていた場合は、高輝
度であるという特徴から人物と光を区別することが困難であった。
【０００７】
　本発明は、上記課題を鑑みてなされたものであり、偏光情報の時間変化に着目すること
で、物体による変化があるか否かを精度良く判定することができる物体検出装置を提供す
ることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記の目的を達成するために本発明に係る物体検出装置は、空間を撮影した入力画像か
ら、局所領域内の各画素の偏光情報を取得する偏光情報取得部と、前記局所領域について
、前記入力画像の前記偏光情報と、前記入力画像と撮影時刻が異なる前記空間を撮影した
比較画像の前記偏光情報との相関が高いほど高くなる類似度を算出する類似度算出部と、
前記類似度が所定値以下である場合、前記入力画像における前記局所領域が、前記比較画
像と比較して物体による変化があった領域であると判定する物体判定部と、を含んで構成
されている。
【０００９】
　本発明に係る物体判定部は、前記類似度が前記所定値よりも高い場合、前記入力画像に
おける前記局所領域が、前記比較画像と比較して物体による変化がなかった領域であると
判定する。
【００１０】
　本発明に係る類似度算出部は、前記局所領域について、画素毎に前記入力画像の当該画
素の前記偏光情報と前記比較画像の当該画素の前記偏光情報とを比較した比較結果の傾向
の有無を表す相関値を、前記類似度として算出する。
【００１１】
　本発明に係る類似度算出部は、前記局所領域について、画素毎の、前記入力画像の当該
画素の前記偏光情報と前記比較画像の当該画素の前記偏光情報との差分のばらつきを、前
記類似度として算出する。
【００１２】
　本発明に係る物体検出装置は、前記入力画像の対象領域を検出する対象領域検出部と、
前記対象領域内の局所領域のうち、前記物体による変化があった領域であると判定された
局所領域を結合した物体領域を生成し、前記物体領域が検出対象を表すか否かを判定する
検出対象判定部と、を更に含む。
【発明の効果】
【００１３】
　以上説明したように、本発明の物体検出装置によれば、偏光情報の時間変化を利用する
ことによって、物体による変化があるか否かを精度良く判定することができる、という効
果が得られる。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】本発明を適用した物体検出装置１００の概略構成を示した図である。
【図２】偏光フィルタの偏光方向と偏光画像の輝度値との関係を示した図である。
【図３】（ａ）入力画像と、入力画像内の対象領域の偏光情報を示す図、（ｂ）背景画像
と、背景画像内の対象領域の偏光情報を示す図、（ｃ）背景画像と入力画像における、実
体領域である局所領域の変更情報を示す図、及び（ｄ）背景画像と入力画像における、非
実体領域である局所領域の変更情報を示す図である。
【図４】本発明の実施の形態に係る物体検出装置による全体処理の動作を示すフローチャ
ートである。
【発明を実施するための形態】
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【００１５】
　以下、図面を参照して本発明の実施の形態を詳細に説明する。
【００１６】
＜本発明の実施の形態の原理＞
　本発明の実施の形態では、入力画像の局所領域毎に、入力画像の偏光情報（偏光度や偏
光方向）と背景画像の偏光情報の空間的な分布の類似度を求める。類似度が低い局所領域
は、背景画像と比較して、実体（人物など）による偏光情報の時間変化がある領域である
と判定する。類似度が高い局所領域は、背景画像と比較して、実体（人物など）による偏
光情報の時間変化がない領域であると判定し、例えば、光や影（もしくは背景がそのまま
映っている）と判定する。
【００１７】
　なお、本発明の実施の形態では、背景差分によって変化領域を抽出し、その変化領域内
をＳＬＩＣ（Ｓｉｍｐｌｅ Ｌｉｎｅａｒ Ｉｔｅｒａｔｉｖｅ Ｃｌｕｓｔｅｒｉｎｇ）
や所定のグリッドで分割したものを局所領域としている。しかし、変化領域を用いずに、
入力画像をＳＬＩＣや所定のグリッドで分割したものでもよい。また、変化領域自体を局
所領域としてもよい。
【００１８】
　背景画像と入力画像では、撮影時の照明条件が必ずしも一致するわけではない。このた
め、図３（ｃ）、（ｄ）のように、「物体による変化がある実体領域」も「影が映ってい
る非実体領域」も、入力画像の偏光情報と背景画像の偏光情報（偏光方向や偏光度）は一
致しない。
【００１９】
　しかし、「影が映っている非実体領域」については、偏光情報自体は背景画像と一致し
ないものの、局所領域内における画素間の偏光情報の関係性が保たれたまま、偏光情報が
変化していることがわかる。すなわち、入力画像と背景画像で映っている物体の形状が同
じ場合（影や光などが映っている場合や、そのまま背景が映っている場合）、入力画像と
背景画像で偏光情報の相対関係が変化していない。
【００２０】
　一方、「実体による変化がある実体領域」については、入力画像と背景画像で、偏光情
報自体も一致しないし、局所領域内における画素間の偏光情報の関係性が保たれることな
く、偏光情報が時間変化していることがわかる。すなわち、入力画像と背景画像で映って
いる物体の形状が違う場合（実体が出現・消失した場合など）、入力画像と背景画像で、
偏光情報の相対関係が時間変化している。
【００２１】
　本発明の実施の形態は、これを利用したものであり、各局所領域について、入力画像の
偏光情報と背景画像の偏光情報の空間的な分布の類似度を求める。
【００２２】
　そして、空間的な分布の類似度が高い場合には、偏光情報の相対関係が時間変化してい
ないと判断し、局所領域は、光や影（背景物そのもの）を表していると判定する。
【００２３】
　一方、空間的な分布の類似度が低い場合には、偏光情報の相対関係が時間変化している
と判断し、局所領域は、人物などの検出対象を表していると判定する。これにより、影や
光と区別して、検出対象（人物など）を精度良く検出することができる。
【００２４】
　なお、本発明の実施の形態では、「空間的な分布の類似度」として、局所領域内におけ
る偏光情報の相関値や、偏光情報の差分のバラつき具合を算出する。
【００２５】
＜物体検出装置１００の構成＞
　以下、本発明を適用した物体検出装置１００の概略構成を示した図１を参照し、本発明
の実施の形態の構成を説明する。
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【００２６】
（物体検出装置１００）
　物体検出装置１００は、監視空間を撮影した画像から取得した偏光情報を用いて、当該
監視空間内に存在する検出対象を検出する。本実施の形態では、物体検出装置１００にて
、監視空間に存在する人物を検出対象として検出し、その検出結果を外部の監視センタな
どに出力する例を説明する。
【００２７】
　図１は、本実施の形態における物体検出装置１００の構成を示した図である。
【００２８】
　図１に示すように、本実施の形態における物体検出装置１００は、撮影部１０、偏光情
報取得部２０、記憶部３０、情報処理部４０、及び出力部５４から構成される。
【００２９】
（撮影部１０）
　撮影部１０は、カメラなどの撮影装置であり、所定の空間を撮影する。
【００３０】
　撮影部１０は、光学系、ＣＣＤ素子またはＣＭＯＳ素子から構成される。
【００３１】
　本実施の形態における撮影部１０は、空間を撮影したデータをＡ/Ｄ変換し、そのデジ
タル画像を、偏光情報取得部２０に出力する。
【００３２】
　撮影部１０は、特定の偏光方向の光のみを透過する偏光フィルタを備え、偏光フィルタ
が透過する偏光方向が少なくとも３種類以上になるように、監視空間を撮影する。
【００３３】
　具体的には、撮影部１０は、偏光フィルタを回転させて、透過させる光の偏光方向を切
換えながら、都度、撮影を行うことで、異なる３種類以上の偏光方向の画像（以下、偏光
画像）を撮影する。
【００３４】
　本実施の形態における撮影部１０は、偏光フィルタを備え、それを回転させることで、
４種類の偏光方向（０deg、４５deg、９０deg、１３５deg）の偏光画像を撮影する。すな
わち、撮影部は、１シーン毎に４枚の偏光画像を撮影し、それらの偏光画像をシーン毎に
対応付けて偏光情報取得部２０に出力する。
【００３５】
　なお、偏光画像の撮影方法はこれに限らない。例えば、画素毎に異なる偏光方向の偏光
フィルタをモザイク状に配置した偏光カメラを用いて、偏光方向が互いに異なる３種類以
上の偏光画像を撮影してもよい。このように、撮影部１０の構成や撮影方法は特に限定さ
れず、偏光方向が互いに異なる３種類以上の偏光画像を撮影できるものであればよい。
【００３６】
　また、本実施の形態における物体検出装置１００は、偏光フィルタを備えた撮影部１０
のみを用いているが、これに限らない。例えば、偏光フィルタを備えた撮影装置に加えて
、偏光フィルタを備えない撮影装置を設け、当該撮影装置を用いて、監視空間を、偏光フ
ィルタを備えた撮影装置と略同じ画角・略同時に撮影するようにしてもよい。そして、こ
の偏光フィルタを備えない撮影装置で撮影された画像を、後述する情報処理部４０の対象
領域の検出処理に用いてもよい。
【００３７】
（偏光情報取得部２０）
　偏光情報取得部２０は、撮影部１０から受け取った、同じシーンを撮影した３種類以上
の偏光画像を用いて、画素毎に、当該シーンにおける偏光情報を取得する。具体的には、
本実施の形態における偏光情報取得部２０は、偏光情報として、偏光度及び偏光方向を算
出する。また、偏光情報取得部２０は、各偏光画像の輝度値の平均値（平均輝度値）から
、そのシーンにおける平均輝度値画像を生成する。以下、この画像を入力画像とする。
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　本実施の形態における偏光情報取得部２０は、画素毎に算出した偏光情報を、入力画像
の各画素に対応付けて、後述する情報処理部４０に出力する。
【００３９】
　また、本実施の形態では、物体検出装置１００の撮影部１０で撮影した偏光画像を用い
て、偏光情報取得部２０にて偏光情報の算出と入力画像の生成を行ったが、これに限らな
い。例えば、予め、物体検出装置１００の外部で入力画像の画素毎に偏光情報を予め対応
付けておき、それを物体検出装置１００の記憶部３０に記憶しておく。そして、後述する
情報処理部４０は、記憶部３０からそれらの情報を取得して各種の処理を行うようにして
もよい。
【００４０】
　また、平均輝度値画像を入力画像とするのではなく、前述したように、偏光フィルタを
備えない撮影装置で撮影した画像について、当該画像の画素毎に、同一のシーンを撮影し
た偏光画像から算出した偏光情報を対応付けて、情報処理部４０に出力するようにしても
よい。
【００４１】
　また、対象領域検出手段４２によって検出された対象領域、及び領域分割手段４４によ
って得られた局所領域を用いて、対象領域の局所領域内の各画素についてのみ偏光情報を
取得してもよい。
【００４２】
（偏光度・偏光方向・平均輝度値の算出）
　次に、偏光度・偏光方向・平均輝度値の算出について説明する。図２は、偏光フィルタ
の偏光方向と偏光画像の輝度値との関係を示した図である。
【００４３】
　偏光した光の輝度値は、偏光方向に対して正弦波として変化する。すなわち、偏光方向
ｍ[deg]の光が透過する偏光フィルタを介して撮影した場合の輝度値Ｉmは、以下の式で表
される。
【００４４】

【数１】

【００４５】
　偏光情報取得部２０は、入力画像の画素毎に、最も強い輝度値を示す偏光方向の角度ρ
（偏光角度ρ）を求め、それを当該画素の偏光方向とする。また、平均輝度値Ｍに対する
正弦波の振幅Ａの比率Ｄを偏光度とする。
【００４６】
　本実施の形態のように、４種類の偏光方向の偏光画像（０deg、４５deg、９０deg、１
３５deg）から偏光情報を算出する場合、ある画素における偏光画像の輝度値をそれぞれ
Ｉ0、Ｉ45、Ｉ90、Ｉ135とすると、偏光角度ρ、偏光度Ｄ、平均輝度値Ｍは、以下の式で
求められる。
【００４７】
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【数２】

【００４８】
（記憶部３０）
　記憶部３０は、ＲＯＭ（Ｒｅａｄ　Ｏｎｌｙ　Ｍｅｍｏｒｙ）、ＲＡＭ（Ｒａｎｄｏｍ
　Ａｃｃｅｓｓ　Ｍｅｍｏｒｙ）等の半導体メモリ、ハードディスクなどのメモリ装置で
構成される。
【００４９】
　記憶部３０は、物体検出装置１００において、各処理を実行するのに必要なプログラム
やパラメータなどの各種情報を記憶する。また、記憶部３０は、物体検出装置１００を構
成する各部などからアクセス可能である。
【００５０】
　本実施の形態における記憶部３０は、背景画像３０Ａを記憶する。背景画像３０Ａは、
検出対象が映っていない入力画像である。すなわち、背景画像３０Ａは、情報処理部４０
の処理対象となる入力画像とは撮影時刻が異なる画像である。背景画像は、比較画像の一
例である。
【００５１】
　本実施の形態では、後述する情報処理部４０の背景画像更新手段５２にて、対象領域や
検出対象が検出されなかった入力画像を背景画像として記憶部３０に記憶する。これによ
り、背景画像が適宜更新される。また、背景画像の各画素について、入力画像と同様に取
得した偏光情報を対応付けて、記憶部３０に背景画像を記憶する。
【００５２】
（情報処理部４０）
　情報処理部４０は、取得した入力画像の偏光情報と記憶部３０に記憶されている背景画
像３０Ａの偏光情報を比較し、その比較結果に基づいて監視空間における検出対象の存在
を検出する。
【００５３】
　本実施の形態における情報処理部４０は、対象領域検出手段４２、領域分割手段４４、
類似度算出手段４６、実体判定手段４８、検出対象判定手段５０、及び背景画像更新手段
５２から構成される。なお、領域分割手段４４は、局所領域抽出部の一例であり、実体判
定手段４８が、物体判定部の一例である。
【００５４】
（対象領域検出手段４２）
　対象領域検出手段４２は、入力画像から検出対象が撮影されている可能性が高い領域を
対象領域として検出する。本実施の形態では、対象領域検出手段４２は、記憶部３０から
取得した背景画像３０Ａと入力画像を比較して、対象領域を検出する。
【００５５】
　具体的には、本実施の形態における対象領域検出手段４２は、入力画像と背景画像の輝
度値の差分をとり、差分が所定値以上となった画素を、変化画素として検出する。そして
、検出された変化画素について、８近傍で隣接する画素をひとまとまりとして、それらの
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変化画素の集合を対象領域とする。
【００５６】
　なお、対象領域の検出方法はこれに限らない。例えば、輝度値の差分の他に、偏光方向
や偏光度に対しても入力画像と背景画像の差分を画素毎に求め、輝度値、偏光方向、偏光
度のいずれかで差分が所定値以上となった画素を変化画素としてもよい。
【００５７】
　また、背景差分ではなく、フレーム間差分によって変化画素を検出してもよい。この場
合、フレーム間差分を求める入力画像と撮影時刻の異なる画像が比較画像の一例である。
【００５８】
　なお、この対象領域の検出方法を用いた場合、背景画像は必須ではないため、記憶部３
０に背景画像３０Ａを記憶することや、後述する背景画像更新手段５２は不要となる。そ
の代わりに、フレーム間差分を求める入力画像と撮影時刻の異なる画像を記憶しておけば
よい。
【００５９】
　また、本実施の形態では、入力画像である平均輝度値画像から対象領域を検出している
が、これに限らず、前述した偏光フィルタを備えない撮影装置で撮影した画像から対象領
域を検出してもよい。
【００６０】
（領域分割手段４４）
　領域分割手段４４は、入力画像を複数の小領域に分割する。この小領域を局所領域とす
る。本実施の形態では、領域分割手段４４は、対象領域に対して分割処理を行う。具体的
には、領域分割手段４４は、入力画像の対象領域内の各画素について、互いに隣接する画
素同士をグループ化し、グループ化された画素からなる領域を局所領域とする。
【００６１】
　例えば、ＳＬＩＣ（Ｓｉｍｐｌｅ Ｌｉｎｅａｒ Ｉｔｅｒａｔｉｖｅ Ｃｌｕｓｔｅｒ
ｉｎｇ）法などのクラスタリング技術を用いて、平均輝度値および／または画素間の距離
が近い画素同士をグループ化する。なお、平均輝度値に限らず、偏光方向や偏光度などを
用いてグループ化してもよい。また、前述した偏光フィルタを備えない撮影装置で撮影し
た画像の輝度値を用いてグループ化してもよい。
【００６２】
　また、分割方法は、ＳＬＩＣ法に限らず、入力画像を固定サイズの矩形でメッシュ状に
分割してもよい。
【００６３】
　局所領域のサイズは、物体検出装置１００が検出すべき物体（検出対象）のサイズより
も小さいサイズにすることが好ましい。
【００６４】
　なお、本実施の形態では、対象領域に対して分割処理を行ったが、入力画像全体に対し
て分割処理を行ってもよい。この場合、対象領域の検出処理は不要である。また、対象領
域自体を１つの局所領域としてもよい。
【００６５】
（類似度算出手段４６）
　類似度算出手段４６は、各局所領域について、入力画像の偏光情報と背景画像の偏光情
報を比較することで、偏光情報の空間的な分布の類似度を算出する。
【００６６】
　本実施の形態では、以下の２つの方法で、入力画像の偏光情報と背景画像の偏光情報の
空間的な分布の類似度を算出する。なお、それぞれの方法で算出した類似度を併用しても
よいし、それぞれを単独で使用してもよい。また、偏光情報の空間的な分布の類似度は、
これらの方法で算出したものに限らず、公知の技術を用いればよい。
【００６７】
＜方法１：偏光情報の相関値＞
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　局所領域内の画素数をＫとし、ある画素での入力画像の偏光角度、偏光度をρi（ｋ）
、Ｄi（ｋ）、背景画像の偏光角度、偏光度をρb（ｋ）、Ｄb（ｋ）とする（ただし、 ｋ
＝０，１，・・・，Ｋ－１）。
【００６８】
　このとき、偏光度が低い場合、偏光角度の精度が落ちてしまうという問題がある。この
ため、局所領域内の入力画像、背景画像の平均偏光度を‾Ｄl、‾Ｄbとし、どちらの平均
偏光度も所定値以上であった場合は、偏光角度の相関値を類似度として用いる。また、い
ずれかの平均偏光度が所定値未満であった場合、偏光度の相関値を類似度として用いる。
【００６９】
　なお、偏光度と偏光角度で、相関値の分布範囲が変わる可能性が高いので、後述する実
体判定手段４８にて、相関値が高いか低いかを判定する判定閾値をそれぞれ別に設定する
か、所定の係数をかけて補正を行うことが好ましい。
【００７０】
　偏光角度、偏光度の相関値をそれぞれＣｏｒｒρ、ＣｏｒｒDとすると、以下の式で表
すことができる。
【００７１】
【数３】

【００７２】
　ここで、ＳＴＤ（Ｄi（ｋ））、ＳＴＤ（Ｄb（ｋ））は、それぞれ、入力画像の局所領
域内での偏光度の標準偏差と、背景画像の局所領域内での偏光度の標準偏差を表す。ＳＴ
Ｄ（ρi（ｋ））、ＳＴＤ（ρb（ｋ））は、それぞれ、入力画像の局所領域内での偏光角
度の標準偏差と、背景画像の局所領域内での偏光角度の標準偏差を表す。ＤＩＦＦ（θ，
γ）は、偏光角度θ，γの差を表す。
【００７３】
　ただし、偏光角度の平均、標準偏差は単純には求められないため、偏光角度ρi（ｋ）
を極座標（ｃｏｓ２ρi（ｋ），ｓｉｎ２ρi（ｋ））に変換して算出する。また、偏光角
度は０～１８０degで循環するため、差分も－９０～９０degの範囲となるように丸める処
理が必要となる。
【００７４】
＜方法２：偏光情報の差分のばらつき度＞
　局所領域内について、入力画像の偏光情報と背景画像の偏光情報の差分値を画素毎に算
出する。算出した画素毎の差分値の分散を類似度として用いる。
【００７５】
　ここで、偏光情報の差分値を以下のように算出する。まず、入力画像のある座標の偏光
角度、偏光度を使い、極座標系で２次元空間上の点として表現した際の直交座標系での座
標位置（ｘi（ｋ），ｙi（ｋ））＝（Ｄi（ｋ）ｃｏｓ２ρi（ｋ），Ｄi（ｋ）ｓｉｎ２
ρi（ｋ））を求める。同様にして、背景画像についても （ｘb（ｋ），ｙb（ｋ））＝（
Ｄb（ｋ）ｃｏｓ２ρb（ｋ），Ｄb（ｋ）ｓｉｎ２ρb（ｋ））を求める。
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【００７６】
　そして、２次元空間上での（ｘi（ｋ），ｙi（ｋ））と（ｘb（ｋ），ｙb（ｋ））の差
分ベクトル（ｘdiff（ｋ），ｙdiff（ｋ））を求める。差分ベクトルは以下の式で表すこ
とができる。
【００７７】
【数４】

【００７８】
　２次元空間上で、局所領域内の差分ベクトル（ｘdiff（ｋ），ｙdiff（ｋ））が大きく
ばらついて分布している（分散が高い）場合は、類似度が低くなり、ばらつきが小さく、
固まって分布している（分散が低い）場合は類似度が高くなる。
【００７９】
　局所領域内の差分ベクトルのばらつき度としては、例えば差分ベクトルの局所領域内平
均（‾ｘdiff，‾ｙdiff）からの平均距離を用いればよい。
【００８０】
【数５】

【００８１】
（実体判定手段４８）
　実体判定手段４８は、類似度算出手段４６が算出した類似度を用いて、各局所領域につ
いて、実体領域か非実体領域かを判定する。実体領域は、背景画像に映っていた物体と異
なる形状の物体が入力画像に映っている領域である。すなわち、実体領域は、実体によっ
て入力画像が変化した領域である。非実体領域は、背景画像に映っていた物体と同じ形状
の物体が入力画像に映っている領域である。すなわち、非実体領域は、実体による入力画
像の変化が生じていない領域である。
【００８２】
　本実施の形態における実体判定手段４８は、類似度が低い局所領域を実体領域であると
判定し、類似度が高い局所領域を非実体領域であると判定する。例えば、偏光情報の相関
値を類似度として算出した場合、相関値が判定閾値未満の場合に局所領域を実体領域であ
ると判定する。そして、相関値が判定閾値以上の場合に局所領域を非実体領域であると判
定する。
【００８３】
　例えば、図３（ａ）に示すような入力画像６０内の対象領域６０Ａの局所領域のうち、
図３（ｂ）に示すような背景画像６２内の対応する局所領域との画素毎の比較結果がある
傾向を有している局所領域（図３（ｄ）参照）は、偏光情報の相関値が判定閾値以上とな
り、非実体領域であると判定される。一方、入力画像６０内の対象領域６０Ａの局所領域
のうち、背景画像６２内の対応する局所領域との画素毎の比較結果がなんら傾向を有して
いない局所領域（図３（ｃ）参照）は、偏光情報の相関値が判定閾値未満となり、実体領
域であると判定される。
【００８４】
　また、偏光情報の差分のばらつき度を類似度として算出した場合、ばらつき度が判定閾
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値以上の場合に局所領域が実体領域であると判定する。そして、ばらつき度が判定閾値以
上の場合に局所領域が非実体領域であると判定する。このとき、ばらつき度をそのまま類
似度として用いるのではなく、ばらつき度が高いほど低くなり、ばらつき度が低いほど高
くなるような評価値を求め、その評価値を類似度として判定閾値と比較するようにしても
よい。
【００８５】
（検出対象判定手段５０）
　検出対象判定手段５０は、実体判定手段４８の判定結果を用いて、監視空間に検出対象
が存在するか否かを判定する。本実施の形態では、対象領域毎に、当該対象領域内の局所
領域のうち実体領域と判定された局所領域同士を結合した領域（実体領域群）の大きさや
形状に基づいて、当該対象領域が検出対象であるか否かを判定する。なお、実体領域群が
、物体領域の一例である。
【００８６】
　本実施の形態では、人物を検出対象としているため、検出対象判定手段５０は、実体領
域群の大きさや形状が人物らしい場合に「検出対象あり」と判定する。例えば、大きさが
所定範囲内、かつ縦長形状である（外接矩形のアスペクト比が一定範囲内である）場合に
、人物らしいと判定する。
【００８７】
　また、これに限らず、対象領域毎に、当該対象領域内の局所領域のうち非実体領域と判
定された局所領域を除外して、その除外後の対象領域の大きさや形状に基づいて、当該対
象領域が検出対象であるか否かを判定するようにしてもよい。
【００８８】
　これにより、１つの対象領域内に、人物とその影が含まれていても、人物と影を分離し
て、精度良く人物の存在を判定することができる。また、対象領域内に含まれる、実体領
域や非実体領域の割合に基づいて、実体による変化と、影や光による変化とを区別するよ
うにしてもよい。例えば、対象領域内に含まれる非実体領域の割合が所定割合以上（例え
ば９０％以上）である場合に、当該対象領域は実体のない影や光による変化と判定し、検
出対象ではないと判定するようにしてもよい。
【００８９】
　なお、検出対象は、人物に限らず、車両などでもよい。
【００９０】
　また、本実施の形態では、対象領域を用いて検出対象を判定したが、これに限らない。
例えば、入力画像中の実体領域を隣接するもの同士で結合して、１つの実体領域群とし、
実体領域群の形状や大きさなどに基づいて、検出対象か否かを判定するようにしてもよい
。
【００９１】
（背景画像更新手段５２）
　背景画像更新手段５２は、記憶部３０に記憶されている背景画像を更新する。本実施の
形態における背景画像更新手段５２は、検出対象が撮影されている対象領域が検出されな
かった入力画像を、新たな背景画像として記憶する。なお、背景画像の更新方法は、これ
に限らず、公知の方法を用いればよい。
【００９２】
（出力部５４）
【００９３】
　出力部５４は、検出対象判定手段５０の検出結果を外部に出力する。本実施の形態では
、出力部５４は、検出対象判定手段５０にて、入力画像中に人物などの検出対象が撮影さ
れていると判定された対象領域が１つ以上存在する場合に、監視空間内に侵入物体が存在
すると判定して、外部の監視センタなどに、その旨を出力する。
【００９４】
＜物体検出装置１００の動作＞
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　以下、図４に示したフローチャートを参照しつつ、本発明を適用した物体検出装置１０
０による全体処理の動作を説明する。図４に示すフローチャートは、ユーザーの指示等に
よって開始される。
【００９５】
　最初に、撮影部１０は、偏光フィルタが透過する偏光方向が少なくとも３種類以上にな
るように、監視空間を撮影し、同じシーンを撮影した３種類以上の偏光画像を取得する（
ステップＳ１）。
【００９６】
　そして、偏光情報取得部２０は、撮影部１０から受け取った、同じシーンを撮影した３
種類以上の偏光画像を用いて、画素毎に、当該シーンにおける偏光情報を取得する（ステ
ップＳ２）。具体的には、本実施の形態における偏光情報取得部２０は、偏光情報として
、偏光度及び偏光方向を算出する。また、偏光情報取得部２０は、各偏光画像の輝度値の
平均値（平均輝度値）から、そのシーンにおける平均輝度値画像を生成し、入力画像とす
る。
【００９７】
　そして、対象領域検出手段４２は、入力画像から検出対象が撮影されている可能性が高
い領域を対象領域として検出する（ステップＳ３）。本実施の形態では、対象領域検出手
段４２は、記憶部３０から取得した背景画像３０Ａと入力画像を比較して、対象領域を検
出する。
【００９８】
　そして、情報処理部４０は、上記ステップＳ３で対象領域が検出されたか否かを判定す
る（ステップＳ４）。上記ステップＳ３で対象領域が検出されなかったと判定された場合
には、ステップＳ１１へ移行する。
【００９９】
　一方、上記ステップＳ３で対象領域が検出されたと判定された場合には、検出された対
象領域の数だけ、後述するステップＳ５～ステップＳ８を繰り返し実行する。このとき、
検出された対象領域の各々を、処理対象となる対象領域として、ステップＳ５～ステップ
Ｓ８を繰り返し実行する。
【０１００】
　まず、領域分割手段４４は、処理対象となる対象領域を複数の小領域に分割し、この小
領域を局所領域とする（ステップＳ５）。
【０１０１】
　次に、上記ステップＳ５で得られた局所領域の数だけ、後述するステップＳ６～ステッ
プＳ７を繰り返し実行する。このとき、局所領域の各々を、処理対象となる局所領域とし
て、ステップＳ６～ステップＳ７を繰り返し実行する。
【０１０２】
　類似度算出手段４６は、処理対象の局所領域について、入力画像の偏光情報と背景画像
の偏光情報を比較することで、偏光情報の空間的な分布の類似度を算出する（ステップＳ
６）。
【０１０３】
　そして、実体判定手段４８は、類似度算出手段４６が算出した類似度を用いて、処理対
象の局所領域について、実体領域か非実体領域かを判定する。
【０１０４】
　検出対象判定手段５０は、実体判定手段４８による各局所領域の判定結果を用いて、処
理対象の対象領域が検出対象であるか否かを判定する（ステップＳ８）。本実施の形態で
は、検出対象判定手段５０は、実体判定手段４８による各局所領域の判定結果を用いて、
処理対象の対象領域内の局所領域のうち実体領域と判定された局所領域同士を結合した領
域（実体領域群）の大きさや形状を求め、処理対象の対象領域が検出対象であるか否かを
判定する。
【０１０５】
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　そして、情報処理部４０は、上記ステップＳ８で検出対象が撮影されていると判定され
た対象領域が１つ以上存在するか否かを判定する（ステップＳ９）。上記ステップＳ８で
検出対象が撮影されていると判定された対象領域が１つも存在しないと判定された場合に
は、ステップＳ１１へ移行する。
【０１０６】
　一方、上記ステップＳ８で検出対象が撮影されていると判定された対象領域が１つ以上
存在すると判定された場合には、ステップＳ１０へ移行する。
【０１０７】
　出力部５４は、検出対象判定手段５０の検出結果を外部に出力する（ステップＳ１０）
。本実施の形態では、出力部５４は、監視空間内に侵入物体が存在すると判定して、外部
の監視センタなどに、その旨を出力し、上記ステップＳ１へ戻る。
【０１０８】
　背景画像更新手段５２は、記憶部３０に記憶されている背景画像を更新する（ステップ
Ｓ１１）。本実施の形態における背景画像更新手段５２は、検出対象が撮影されている対
象領域が検出されなかった入力画像を、新たな背景画像３０Ａとして記憶部３０に記憶し
、上記ステップＳ１へ戻る。
【０１０９】
　以上説明してきたように、本発明の実施の形態に係る物体検出装置は、局所領域につい
て、入力画像の偏光情報と背景画像の偏光情報との相関が高いほど高くなる類似度を算出
し、類似度が所定値以下であるか否かを判定することにより、偏光情報を用いて、背景画
像（比較画像）と比較して物体による変化がある領域であるか否かを判定することができ
る。また、被写体の立体形状に関する成分を含んだ偏光情報を用いて、入力画像の偏光情
報と背景画像（比較画像）の偏光情報を比較することで、実体のない影や光と、実体のあ
る人物などを区別することができる。
【０１１０】
　以上、本発明の好適な実施形態について説明してきたが、本発明はこれらの実施形態に
限定されるものではない。当業者は本発明の範囲内で、実施される形態に合わせて様々な
変更を行うことができる。
【符号の説明】
【０１１１】
１０   撮影部
２０   偏光情報取得部
３０   記憶部
３０Ａ 背景画像
４０   情報処理部
４２   対象領域検出手段
４４   領域分割手段
４６   類似度算出手段
４８   実体判定手段
５０   検出対象判定手段
５２   背景画像更新手段
５４   出力部
１００ 物体検出装置
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