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明 細 苫

物体領城検出装置、物体領城検出システム、物体領城検出方法及びプ

ログラム

技術分野

０００1 本発明は、動画像に某づいて静止物体上に重なっている物体を区別して検出する

物体領城検出装置等に関する。

背景技術

０００2 この種の物体領城検出装置等は、静止物体上に重なっている物体を区別して検出

するために用いられる。以下その関連技術について説明する。

０００3 関連技術の第一例が、特許文献 に記載されている。特許文献 に記載の移動体

認識方法は、予め登録されている対象物体のテンプレート画像、又は、物体の出現

位置や出現タイミングが何らかの方法で分かることに某づいて取得した対象物体の

テンプレート画像を用い、パターンマッチングにて物体を追跡する。これにょり、物体

に重なりが生じても、物体の位置を検出して、重なっている物体を区別している。

０００4 関連技術の第二例が、特許文献2に記載されている。特許文献2に記載の路上物

体監視装置は、物体を含まない某準画像を背景画像とし、その背景画像と入力画像

(日き亥 ) との差分から背景差分画像を生成する (背景差分法)。また、時刻 における

入力画像と時刻 ( ) における入力画像との差分から、連続差分画像を生成する。

これら両差分画像を二値化し、それらの論理積から移動物体を検出し、それらの排

他的論理和から静止物体を検出し、これにょって重なっている物体を区別している。

０００5 特許文献 1 :特開平6 ０3０4 7号公報 (図2０等)

特許文献2 :特開平6 8０749 号公報 (図 等)

発明の開示

発明が解決しようとする課題

０００6 しかしながら、特許文献 ，2に記載の関連技術では、次のょぅな問題があった。

０００7 特許文献 の関連技術では、対象物体を特定していないときに静止物体から新た

な物体が出現しその静止物体上に滞在する場合に、重なっている物体を静止物体と



区別して検出できない。その理由は、対象物体を特定していないので、予め対象物

体のテンプレート画像を登録できないためである。また、物体から新たな物体が突然

に出現することにより、新たな物体の出現位置や出現タイミングが定まらないので、対

象物体のテンプレート画像を取得できないためである。この問題の状況例としては、

一時的に停亜したバスから乗客が降り、バスの手前で滞在している場合などがある。

０００8 特許文献2の関連技術では、静止物体 (物体 )上に別の静止物体 (物体 ) が重

なっている場合、重なっている静止物体同士を区別して検出できないことである。そ

の理由は、重なっている静止物体 (物体 ) は動きが生じないので、連続差分画像に

現れないためである。

０００9 また、特許文献2の関連技術では、単色の物体がある一定の方向に移動する場合

、重なっている物体が存在しないのに存在するかのよぅに誤って検出されてしまぅこと

である。その理由は、連続する入力画像において物体の重なり部分のみが連続差分

画像に現れないためである。

００1０ そこで、本発明の目的は、物体から新たな物体が出現する場合にも重なっている物

体を区別して検出できるとともに、静止物体上に別の静止物体が重なっていても重な

っている物体を区別して検出できる物体領城検出装置等を提供することにある。

課題を解決するための手段

００11 本発明に係る物体領城検出装置は、時系列的に連続する複数の入力画像につい

て物体領城を検出する第一の手段と、前記物体領城に含まれる静止領城を前記連

続する複数の入力画像から検出する第二の手段と、前記静止領城の情報を時系列

的な背景情報として蓄積する第三の手段と、前記時系列的な背景情報と前記物体

領城とを比較して当該物体領城に含まれる各物体を検出する第四の手段と、を備え

たことを特徴とする。

００12 本発明に係る物体領城検出システムは、本発明に係る物体領城検出装置と、動画

像から入力画像を取得して前記物体領城検出装置へ出力する画像取得手段と、前

記特徴値及び前記静止物体屑情報を含む情報を記憶する記憶装置と、を備えたこ

とを特徴とする。

００13 本発明に係る物体領城検出方法は、時系列的に連続する複数の入力画像につい



て物体領城を検出するステッ と、前記物体領城に含まれる静止領城を前記連続

する複数の入力画像から検出するステッ と、前記静止領城の情報を時系列的な

背景情報として蓄積するステッ cと、前記時系列的な背景情報と前記物体領城とを

比較して当該物体領城に含まれる各物体を検出するステッ dと、を含むことを特徴

とする。

００14 本発明に係る物体領城検出用プログラムは、コンピュータに、時系列的に連続する

複数の入力画像について物体領域を検出する機能と、前記物体領域に含まれる静

止領城を前記連続する複数の入力画像から検出する機能と、前記静止領城の情報

を時系列的な背景情報としてのデータベースとして出力する機能と、前記時系列的

な背景情報と前記物体領城とを比較して当該物体領城に含まれる各物体を検出す
る機能とを実行させることを特徴とする。

発明の効果

００15 本発明によれば、物体から新たな物体が出現する場合にも重なっている物体を区

別して検出できるとともに、静止物体上に別の静止物体が重なっていても重なってい
る物体を区別して検出できる。

発明を実施するための最良の形態

００16 以下、本発明の実施形態を図に某づいて説明する。

図 は、本発明の実施形態に係る物体領城検出装置及び物体領城検出システム

の一例を示すブロック図である。図2及び図3は、動作の概要を示す説明図である。

以下、これらの図面に某づき説明する。

００17 本発明の実施形態に係る物体領城検出システム ００は、本発明の実施形態に係

る物体領城検出装置としてのデータ処理装置2と、動画像から入力画像を取得して

データ処理装置2へ出力する画像取得手段 と、後述する特徴値及び静止物体屑

情報を含む情報を記憶する記憶装置3とを備えている。データ処理装置2は、例えば

プログラムをコンピュータに実行させることにより実現することが可能である。画像取

得手段 は、例えばビデオキャプチャと呼ばれるハードウェア及びソフトウェアであり、

ヵメラ、ビデオ等の動画像から入力画像を取得する。記憶装置3は、ハードディスクや

半導体メモりなどの一般的なものである。



００18 次に、本発明の実施形態に係るデータ処理装置2の概要にっいて説明する。デー

タ処理装置2は、時系列的に連続する複数の入力画像にっいて物体領城を検出す

る第一の手段 ０ と、前記物体領城に含まれる静止領城を前記連続する複数の入

力画像から検出する第二の手段 ０2と、前記静止領城の情報を時系列的な背景情

報として蓄積する第三の手段 ０3と、前記時系列的な背景情報と前記物体領城とを

比較して当該物体領城に含まれる各物体を検出する第四の手段 ０4と、を備えたこ

とを特徴とする。

００19 データ処理装置2は、次のよぅに動作する。先ず、第一の手段 ０ は、特徴抽出手

段 2 が取得した時系列的に連続する複数の入力画像 (特徴画像 ) にっいて、物体

領城を検出する。第一の手段 ０ は、図2 」に示すよぅに、時刻 二 から5までの

時系列的に連続する複数の入力画像 (特徴画像 ) にっいて、例えば予め登録された

背景画像と比較する等の方法を用いて、ハッチングで示す物体領城を検出する。第

二の手段 ０2は、前記検出した物体領城に含まれる静止領城を、連続する複数の入

力画像 (特徴画像 ) と前記検出した物体領城から検出する。第二の手段 ０2は図2

2 に示すよぅに、例えば前記検出した物体領城に含まれる全ての画素に対して連続

する複数の入力画像 (特徴画像 )から輝度の変化が安定している画素を安定領城と

して求め、各物体単位の安定領城にっいて動き呈が 、さい領城を静止領城として検

出する。

００2０ 続いて、第三の手段 ０3は、前記検出した静止領城における特徴抽出手段 2 から

取得した情報 (例えば輝度に関する情報など)を時系列的な背景情報として記憶装

置3に蓄積する。

００2 1 第三の手段 ０3は図2 3」のよぅな場合、 二 の入力画像 (特徴画像 ) には静止領

城が存在しないので、 二2～5の入力画像 (特徴画像 ) にっいて静止領城の情報 (

例えば輝度など)を時系列的な背景情報として記憶装置3に蓄積する。このとき、第

三の手段 ０3は、時系列的な複数の背景情報から画素単位で情報を取り出し、例え

ば図3に示すよぅに加工して、後で詳述する静止物体屑を生成するよぅにしてもよい。

すなわち、全ての画素に対する静止物体屑の集まりは、複数の背景情報に相当する

。最後に、第四の手段 ０4は、時系列的な背景情報と物体領城の情報とを比較して



、その物体領城に含まれる各物体を検出する。例えば、時系列的な複数の背景情報

の一部である図3の静止物体屑 ，2と、図2の 二 5の物体領城における画素 ， と

の輝度を比較すると、画素 は静止物体屑 に属し画素 は静止物体屑2に属する

ことがわかる。つまり、第四の手段 ０4は、画素 を含む静止物体上に画素 を含む

静止物体が重なっているとして検出できる。

００22 このよぅに、本発明の実施形態によれば、静止した物体領城の情報を新たな背景

情報として取り扱ぅことにより、複数の背景情報の時間的な関係と入力画像とを用い、

画素単位又は局所画像単位で物体領城を判定できるので、対象物体のテンプレート

画像を用いることなく、重なっている物体を区別して検出することができる。しかも、静

止した物体領城の情報を新たな背景情報として取り扱ぅことにより、複数の背景情報

に対して時間的な関係を持たせ、この時間的な関係を利用することができるので、静

止物体上に別の静止物体が重なっていても、その別の静止物体が存在する以前に

蓄積された複数の背景情報と比較することにより、静止物体上に重なっている静止物

体を検出することができる。

００23 本発明の実施形態に係るデータ処理装置2の構成を具体的に説明する。図 に示

すよぅに、第一の手段 ０ は、特徴抽出手段 2 及び物体検出手段 22とを含んでい

る。第二の手段 ０2としての静止領城取得手段 23、第三の手段 ０3としての静止物

体屑生成手段 24と、第四の手段 ０4としての物体分離検出手段 25とを有している。

００24 特徴抽出手段 2 は、前記入力画像の各画素について特徴値を抽出するとともに、

当該入力画像を特徴画像として出力する。物体検出手段 22は、特徴抽出手段 2 が

抽出した前記特徴画像から、物体の存在する物体領城を検出する。静止領城取得

手段 23は、物体検出手段 22が検出した前記物体領城に含まれる動きが静止してい
る領城を、静止領城として取得する。静止物体屑生成手段 24は、静止領城取得手

段 23が取得した前記静止領城の各画素の前記特徴値に某づき、静止物体屑及び

その静止物体屑情報を生成する。物体分離検出手段 2 5は、前記物体領城の各画

素の前記特徴値と既存の前記静止物体屑情報とを比較して、当該静止物体上に重

なっている当該物体を検出する。

００25 静止領城取得手段 23は、前記物体領城の各画素の特徴値の時系列データからそ



の分散値を求め、一定以下の前記分散値を持つ前記各画素を時間的変化が安定し

ている安定領城として抽出し、物体単位の前記安定領城についてその動き呈を求め

、一定以下の前記動き呈を持つ前記安定領城を前記静止領城として取得する。また

、静止領城取得手段 23は、物体単位の前記安定領城の各画素に対してテンプレー

トマッチングによるオプティカルフローを求め、そのオプティカルフローの大きさをマッ

チング距離で重み付けをした加重平均又は前記オプティかレフローの大きさを前記

物体領城の輪郭付近で大きく重み付けをした加重平均によって前記動き呈を算出す

る。

００26 静止物体屑生成手段 24は、前記静止領城の各画素の前記特徴値を既存の前記

静止物体屑の某準特徴値と比較して特徴間距離が最も近くかつ一定以下の前記静

止物体屑があるならば、当該静止物体屑に当該静止領城の前記特徴値が属すると

決定して当該静止物体屑情報を更新するとともに、前記静止領城の前記特徴値が

屑を削除し、前記静止領城の前記特徴値が属する前記静止物体屑がないとき又は

既存の前記静止物体屑が一つも存在しないときには新しく前記静止物体屑を生成

するとともにその前記静止物体屑情報を設定し、前記物体領城以外の画素に対して

は前記静止物体屑の全てを削除する。

００27 物体分離検出手段 25は、前記物体領城の各画素の前記特徴値を既存の前記静

止物体屑情報と比較する際に、予め記憶している検出対象時間を現在時刻から差

分することにより検出対象時刻を算出し、この検出対象時刻より古くかつ最も新 、

屑生成時刻を持つ前記静止物体屑を一つ選択して比較の対象とする。また、物体分

離検出手段 25は、前記検出対象時刻より古くかつ最も新しい屑生成時刻を持つ前

記静止物体屑が存在しないとき又は前記静止物体屑が一つも存在しないときに、前

記物体領城の前記各画素を前記静止物体上に重なっている前記物体として検出す

る。更に、物体分離検出手段 25は、前記物体領城の各画素の前記特徴値と選択さ

れた前記静止物体屑情報を参照して得られる平均値及び分散値とを用いて、前記

特徴値と前記平均値との差分呈の絶対値又はその絶対値を標準偏差で正規化した

値を類似性を表す距離とし、一定値以上の類似性を表す距離を持つ前記各画素を



前記静止物体上に重なっている前記物体として検出する。

００28 以上のよぅに本発明の実施形態に係るデータ処理装置2を具体的に説明すると、

本発明の実施形態に係るデータ処理装置2は、入力画像から全ての画素に対する

特徴値を抽出し特徴画像を取得し、その特徴画像を画像蓄積手段 3 に蓄積する特

徴抽出手段 2 と、特徴画像から検出した物体領城を二値化画像として取得し、更に

、この二値化画像に対して近傍の画素を一つの物体として抽出し、それらの物体に

対して物体 、その矩形位置及び矩形サイズを取得する物体検出手段 22と、物体

領城に含まれる全ての画素に対する特徴値の分散値を時系列から求め、予め定めら

れた閾値以下の分散値を持つ画素を時間的変化が安定している安定領城として抽

出し、物体検出手段から得られた一つ一つの物体の中に含まれる安定領城の動き

呈を求め、予め定められた閾値以下の動き呈を持つ領城を静止領城として取得する

静止領城取得手段 23と、静止領城に含まれる全ての画素に対して、特徴値と静止

物体屑情報記憶手段 32の静止物体屑情報 (静止物体屑とは、画素に対応する静止

物体毎の静止物体情報のまとまりを表す。)を取得し、クラスタリングにより特徴値が

属する静止物体屑を決定し、属する静止物体屑情報を更新する静止物体屑生成手

段 24と、物体領城に含まれる全ての画素に対し、特徴値と検出対象時間記憶手段 3

3に記憶されている検出対象時間から選択された静止物体屑情報とを用い、類似性

を表す距離を計算し、予め定められた閾値以上の類似性を表す距離を持つ画素を

静止物体上に重なっている物体として検出する物体分離検出手段 25とを有する。

００29 このよぅな構成を採用したことにより、データ処理装置2は次の効果を奏する。対象

物体のテンプレート画像を用いなくても、静止物体上に重なっている物体を区別して

検出できる。また、静止領城に対する特徴値を静止物体屑とレぢ形で画素毎に記憶

し、検出対象時間にて選択した静止物体屑情報と特徴値とを比較し(例えば類似性

を表す距離による判定によって)静止物体上に重なっている物体を検出することによ

り、静止物体上に別の静止物体が重なっていても、重なっている物体を区別して検

出できる。また、物体領城から特徴値の時系列変化が安定している安定領城を抽出

し、物体検出手段から得られた一つ一つの物体の中に含まれる安定領域の動き呈を

求め、その動き呈から物体単位で安定領城が静止領城であるかを判定することで、



ある一定方向に移動する単色の物体に対し、物体の一部が静止領城になってしまぅ

ことを防ぐことができる。

００3０ 次に、本発明の実施形態について図面を参照して更に詳細に説明する。

００3 1 記憶装置3は、画像蓄積手段 3 と、静止物体屑情報記憶手段 32と、検出対象時

間記憶手段 33とを備える。

００32 画像蓄積手段 3 は、 O ( s n F s Ou )バッファであり、時系列の 枚の画

像を蓄積している。「 」は、特徴値の時間的変化が安定であるど判断できる呈であり

、予め定められた呈とする。図5の (a) が特徴画像としたときの蓄積状態を、図5の (b)

に示す。

００33 静止物体屑情報記憶手段 32は、各画素に対する各静止物体屑の静止物体屑情

報が記憶されている。記憶される情報は、屑生成時刻、某準特徴値、特徴値数、特

徴値の総和、特徴値の二乗総和、平均値、分散値等である。図4に、記憶される静止

物体屑情報の一例を示す。なお、図4に例示した某準特徴値は、屑生成時刻におけ

る画素の特徴値である。

００34 検出対象時間記憶手段 33は、検出対象時間を記憶する。検出対象時間とは、静

止物体上に重なっている静止物体について、検出対象を決定するために必要な時

間である。この時間を と設定すると、現在時刻から 前以内に静止した重なっている

静止物体と、重なっている移動物体とを、検出することができる。

００35 データ処理装置2は、特徴抽出手段2 と、物体検出手段22と、静止領城取得手段

23と、静止物体屑生成手段24と、物体分離検出手段25とを備える。

００36 特徴抽出手段2 は、画像取得手段 で取得された入力画像から全ての画素に対

する特徴値を抽出し、特徴画像として出力する。特徴値とは、輝度値、色相、 G の

各値、ェッジ、ヵメラから物体までの距離値などであり、物体の静止時に安定となり、

物体の移動時に不安定となる特徴値であれば某本的によい。

００37 物体検出手段22は、特徴抽出手段2 から得られる特徴画像から物体領城を検出

し、二値化画像として出力する。更に、物体検出手段22は、この二値化画像に対し

て近傍の画索を一つの物体として抽出し、それらの物体に対して物体 、その矩形

位置及び矩形ザイズを出力する。物体検出手段22は、具体的には、物体検出方法



の一つである背景差分法と閾値による二値化処理とを用い、物体領城である二値ィヒ

画像を取得する。また、物体検出手段 22は、この二値化画像に対して画像処理の一

つである論理フィルタを用いた膨張処理や収縮処理などを了 、刊 、近傍の画素を一つ

の物体とする。更に、物体検出手段 22は、画像処理の一つであるうベリング処理を

行った後、ラベルィヒされた各物体に対して物体 、その矩形位置及び矩形ザイズを

求め出力する。もちろん、特徴画像から全ての物体が検出できれば、その他の方法

でも良い。また、ここで検出される物体は、物体同上が重なっている場合、一つの物

体として出力されることになる。図5の (a) が特徴画像であるとすると、図5の (c) が得

られる物体領城の二値化画像、物体 、その矩形位置及び矩形ザイズである。なお

、図5の (a) において、4 は移動人物、4 2は静止人物、4 3は静止したバス、44は移

動する自動亜、4 5は背景の木である。図5の (c) において、斜線部分が取得された

物体領城である。

００38 静止領城取得手段 23は、物体検出手段 22と画像蓄積手段 3 とから情報を取得し

、物体領城で動きが静止している静止領城を二値化画像として出力する。具体的に

説明すると、静止領城取得手段 23はまず、静止領城取得手段 23は物体検出手段 2

2から得られた物体領城に含まれる全ての画素に対し、画像蓄積手段 3 に時系列で

蓄積されている特徴値から分散値を求め、予め定められた閾値以下の分散値を持つ

画素を時間的変化が安定している画素とし、これを安定領城として抽出する。続いて

、静止領城取得手段 23は、各物体の安定領城に対して一つの動き呈を求め、予め

定められた閾値以下の動き呈を持つ領城を静止領城として取得する。動き呈を用い

ることで、単色の移動物体で誤って静止領城となってしまぅ部分を取り除くことができ

る。各物体とその物体領城とのリンクは、物体 とその矩形位置及び矩形ザイズで行

っ。

００39 また、動き呈とは、その領城 (空間的な塊 ) が動いている時に大きくなり、静止してい

る時に 、さくなる呈である。動き呈の計算は、物体単位の安定領城に含まれる全ての

画素に対して、オプティヵルフローを求めその大きさの平均をとる、テンプレートマッ

チングによるオプティヵルフローを求めその大きさをマッチング距離で重み付けをし

加重平均をとる、オプティかレフローを求めその大きさを物体領城の輪郭付近に大き



く重み付けをし加重平均をとるなどの方法があり、この他にも様々な方法が考えられ

る。なお、オプティかレフローとは、時間的に連続するデジタル画像の中で、物体の

動きをべクトルで表したものである。図5の (c) が物体領城の二値化画像であるとする

と、図5の (d) の斜線部分が取得される安定領城であり、図5の (e) の斜線部分が取

得される静止領城である。

００4０ 静止物体屑生成手段 24 は、特徴抽出手段 2 から得られる特徴画像と、静止領城

取得手段 2 3から得られる二値化画像と、静止物体屑情報記憶手段 3 2の静止物体

屑情報とを用い、静止物体屑情報記憶手段 3 2の静止物体屑情報を更新する。具体

的に説明すると、静止物体屑生成手段 24 は、まず、静止領城取得手段 2 3から得ら

れた静止領城に含まれる企ての画素に対して、特徴抽出手段 2 から得られる特徴

画像の特徴値X と、静止物体屑情報記憶手段 3 2から某準特徴値全てを取得する。

静止物体屑生成手段 24 は、これらを用い、画素毎にNea es Neighbo 法 (以下「

法」と 、いぅ。) によるクラスタリングを了刊 、特徴値X が属する静止物体屑を決定する。

特徴値X が既存の静止物体屑に属する場合、属する静止物体屑に対し、式 ( ) で特

徴値数 を更新し、式 (2 )で特徴値の総和5 を更新し、式 (3) で特徴値の二乗総和

を更新し、式 (4 )で平均値 は を更新し、式 (5) で分散値 を更新する。更に、静

止物体屑生成手段 24 は、属する静止物体屑の屑生成時刻とそれ以外の静止物体

屑の屑生成時刻とを比較し、属した静止物体屑の屑生成時刻より新しい屑生成時刻

を持つ静止物体屑を削除する。これは、再び古い静止物体屑が現れたことにより、静

止している物体が除かれたと仮定したものである。図6 に削除された静止物体屑の一

例 (静止物体屑2 )を示す。

００4 1 数
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００46 ここで、Xは特徴値、 は特徴値の数、Sは特徴値の総和、 は特徴値の二乗総和
2、は は平均値、 は分散値、 は更新前、は更新後、( )は画素の位置、1は

属する静止物体屑を表す。

００47 特徴値X が属する静止物体屑がない場合、又は、既存の静止物体屑が一っも存

在しない場合は、新しく静止物体屑を生成し、現在の時刻を屑生成時刻に設定、特

徴値数 を に設定、特徴値Xを某準特徴値・特徴値の総和に設定、特徴値Xの二

乗を特徴値の二乗総和に設定、式 (4)で平均値 は を設定、式 ( 25)で分散値 を設

定する。また、物体検出手段 22から得られる物体領城以外の画素にっいては、全て

の静止している物体が除かれ背景が出現したと仮定し、その画素に対する静止物体

屑全てを削除する。これらにより、静止物体屑情報記憶手段 32の静止物体屑情報を

更新することができる。

００48 次に、ここで示す 法によるクラスタリングにっいて説明する。まず、画素に対して

、特徴値Xと静止物体屑の某準特徴値 の全てとを取得し、式 (6) を用い最小の特

徴間距離d を求める。
血・

００49 数6

は， 」
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００5０ ここで、Xは特徴値、 は静止物体屑の某準特徴値、( )は画素の位置、1は静

止物体屑、 ( )は画素に対する全ての静止物体屑を表す。

００5 1 最小の特徴間距離d が予め定められた閾値d より 、さい場合は、その特徴値X
血・

は最小の特徴間距離d を与える静止物体屑 に属すると決定する。閾値d 以上で



ある場合は、属する静止物体屑はないとし、新しい静止物体屑を生成することとする

。以上が、ここで示す 法によるクラスタリングである。

００5 2 物体分離検出手段 25は、物体検出手段 22から得られた物体領城に含まれる全て

の画素に対し、特徴抽出手段 2 から得られる特徴画像の特徴値と、検出対象時間

記憶手段 33に記憶されている検出対象時間から選択された静止物体屑情報記憶手

段 32に記憶されている静止物体屑情報とを用い、類似性を表す距離を判定すること

で静止物体上に重なっている物体を検出する。具体的に説明すると、物体分離検出

手段 25は、まず、検出対象時間記憶手段 33に記憶されている検出対象時間を現在

時刻から差分し、検出対象時刻を算出する。続いて、物体分離検出手段 2 5は、物体

検出手段 22から得られた物体領城に含まれる全ての画素に対し、特徴抽出手段 2

から得られる特徴画像の特徴値を取得し、算出された検出対象時刻より古くかつ最も

新しい屑生成時刻を持つ静止物体屑を静止物体屑情報記憶手段 32から選択する。

物体分離検出手段 25は、取得された特徴値と選択された静止物体屑の情報とを用

い、式 (7) 又は式 (8) にて、類似性を表す距離 を求め、予め定められた閾値以上

の類似性を表す距離を持つ画素を、静止物体上に重なっている物体として検出する

。この他、上記の静止物体屑の選択において条件を満たす静止物体屑が存在しな

い場合、又は、静止物体屑が一つも存在しない場合にも、静止物体上に重なってい
る物体として検出する。

００5 3 数7
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００5 5 ここで、Xは特徴値、は は平均値、 は分散値、( )は画素の位置、1は選択さ

れた静止物体屑を表す。

００56 これにより、現在時刻から検出対象時刻以内に静止した重なっている静止物体と、

重なっている移動物体とを、検出することができる。検出対象時間を0とすると重なっ



ている移動物体のみを検出することができる。図7には、物体分離検出の一例を示す

００5 7 次に、図 及び図8乃至図 4を参照して、本発明の実施形態に係る物体領城検出

システム ００の動作について詳細に説明する。

００58 まず、図 及び図8に示すよぅに、検出対象時間記憶手段 33に、静止物体上に重

なっている静止物体の検出対象を決定するために必要な時間である検出対象時間

を設定する (ステップ )。画像取得手段 は、ヵメラ、ビデオ等の動画像から画像を

取得する (ステップS 2)。特徴抽出手段 2 は、取得された画像から全ての画素に対

する特徴値を抽出し、特徴画像を取得する (ステップ53) 。更に、取得された特徴画

像を画像蓄積手段 3 に蓄積する (ステップS )。物体検出手段 22は、取得された特

徴画像から従来手法などを用い物体領城として二値化画像を取得し、更に、この二

値化画像に対して従来手法などを用い、近傍の画素を一つの物体として抽出し、そ

れらの物体に対して物体 とその矩形位置及び矩形ザイズとを取得する。物体領城

を示す二値化画像は、最終出力にもなる (ステップ55) 。ここで求めた物体領城は、

物体同上が重なっている場合に一つの物体として出力されるものである。静止領城

取得手段 23は、物体領城で動きが静止している領城を静止領城とし、その二値化画

像を取得する (ステップS6)

００59 ここで、図9及び図 ０に某づいてステップ56を更に詳細に説明する。静止領城取

得手段 23は、まず、物体検出手段 22で取得される二値化画像に物体領城が存在

するか否かを判定する (ステップ56０ )。静止領城取得手段 23は、存在しない場合

は、静止領城は取得しない。静止領城取得手段 23は、存在する場合は、物体領城

に含まれる画素を一つ選択し(ステップ56０2) 、その画素に対し画像蓄積手段 3 に

時系列で蓄積されている特徴値から分散値を計算する (ステップ56０3)。静止領城

取得手段 23は、その分散値が予め定められた閾値以下であるか否かを判定し(ステ

ップ5 6０4) 、閾値以下である場合のみ、選択した画素を安定領城として抽出するほ
テップ5 6０5)。そして静止領城取得手段 23は、、物体領城に含まれる全ての画素に

ステッ S 6０2～S 6０5の処理を行ったか否かを判定する (ステップS 6０6)。ステップ

S 6０2からステッ S 6０6までの処理は、物体領城に含まれる全ての画素に行われる



まで繰り返される。

００6０ 続いて、静止領城取得手段 23は、上記ステッ 6にて、安定領城が存在するか

否か (取得できたか否か)を判定する (ステップ56０7)。静止領城取得手段 23は、存

在しない場合は、静止領城は取得しない。静止領城取得手段 23は、存在する場合

は、物体検出手段 22で取得した物体 とその矩形位置及び矩形ザイズとを用い、

物体に対応した安定領城を一つ選択する (ステップ5 6０8)。静止領城取得手段 23

は、その領城に対して動き呈を計算し(ステップ5 6０9) 、予め定められた閾値以下で

あるか否かを判定する (ステップ56 ０)。静止領城取得手段 23は、閾値以下である

場合のみ、選択した安定領城を静止領城として抽出する (ステップS 6 )。そして、

静止領城取得手段 23は、物体に対応する安定領城全てにステッ S 6０8～S 6 の

処理を行ったか否かを判定する (ステップS 6 2)。ステッ S 6０8からステップS 6 2

までの処理は、物体に対応する安定領城全てに行われるまで繰り返される。以上より

、静止領城を取得する。

００6 1 続いて、図 及び図8に示すよぅに、静止物体屑生成手段 24は、静止領城に含ま

れる全ての画素に対して特徴値を取得し、静止物体屑情報記憶手段 32の静止物体

屑情報を更新する (ステップS7)

００62 ここで、図 及び図 2に某づいてステップS 7を更に詳細に説明する。静止物体

屑生成手段 24は、まず、静止領城取得手段 23で取得される二値化画像に静止領

城が存在するか否かを判定する (ステップ5 7０ )。静止物体屑生成手段 24は、存在

する場合は、静止領城に含まれる画素を一つ選択し(ステップ5 7０2) 、その画素に

対する特徴値を特徴抽出手段 2 から取得する (ステップ5 7０3)。また静止物体屑生

成手段 24は、その画素に対する静止物体屑が存在するか否かを静止物体屑情報

記憶手段 32から判定し(ステップ5 7０4) 、静止物体屑が存在する場合は、静止物体

屑情報記憶手段 32から選択した画素に対応する静止物体屑の某準特徴値を全て

取得する (ステップ5 7０5)。静止物体屑生成手段 24は、ステップ5 7０3で取得した特

徴値とステップ5 7０5で取得した静止物体屑の某準特徴値の全てとを用い、式 (6) で

最小の特徴間距離d を計算し(ステップS 7０6) 、その最小の特徴間距離d が予
・" ・"

め定められた閾値d 以下であるか否かを判定する (ステップ5 7０7)。静止物体屑生



成手段 24は、ステップ5 7０4で静止物体屑が存在しない場合、又は、ステップ5 7０7

で最小の特徴間距離d が閾値d 以下でない場合は、選択した画素に対し新 、

静止物体屑を生成し、現在の時刻を屑生成時刻に設定し、特徴値数 を に設定し

、特徴値Xを某準特徴値・特徴値の総和に設定し、特徴値Xの二乗を特徴値の二乗
2総和に設定し、式 (4)で平均値 は を設定し、式 (5) で分散値 を設定する (ステッ

プS 7 8)。静止物体屑生成手段 24は、ステップS 7０7で最小の特徴間距離d が閾
・"

値d 以下である場合は、特徴値が最Ⅱ、の特徴間距離d を与える静止物体屑に属
"

していることとし、属する静止物体屑に対して、式 ( )で特徴値数 を更新し、式 (2)

で特徴値の総和5 を更新し、式 (3) で特徴値の二乗総和 を更新し、式 (4)で平均

値 は を更新し、式 (5) で分散値 を更新する (ステップS 7０9)

００63 更に、静止物体屑生成手段 24は、選択した画素に対して、属する静止物体屑以外

の静止物体屑が存在するか否かを判定し(ステップS 7 ０) 、存在する場合は、属す

る静止物体屑以外の静止物体屑を一つ選択する (ステップS 7 )。静止物体屑生

成手段 24は、属する静止物体屑の屑生成時刻より選択した静止物体屑の屑生成時

刻が新しいか否かを判定し(ステップS 7 2) 、新しい場合のみ、静止物体屑情報記

憶手段 32から選択した静止物体屑を削除する (ステップ5 7 3)。そして静止物体屑

生成手段 24は、、属する静止物体屑以外の静止物体屑全てにステップS 7 ～S 7

3の処理を行ったか否かを判定する (ステップS 7 4)。ステッ 7 からステッ S
7 4までの処理は、属する静止物体屑以外の静止物体屑全てに行われるまで繰り返

される。静止物体屑生成手段 24は、ステップ5 7０8の処理が完了した場合、又は、ス

テップS 7 ０にて属する静止物体屑以外の静止物体屑が存在しない場合、又は、ス

テッ S7 からステッ S 7 4までの処理が終了した場合は、静止領城に含まれる

全ての画素にステップS 7０2～S 7 4の処理を行ったか否かを判定する (ステップS 7

5)。ステップS 7０2からステップS 7 5までの処理は、静止領城に含まれる全ての画

素に行われるまで繰り返される。静止物体屑生成手段 24は、ステッ 7０ で静止領

城が存在しない場合、又は、ステップS 7０2からステップS 7 5までの処理が終了した

場合は、物体検出手段 22で得られる物体領域以外の画索に対して、静止物体屑全

てを削除する (ステッ )。以上より、静止物体屑情報記憶手段 32の静止物体



屑情報を更新することができる。

００6 4 続いて、図 及び図8 に示すよぅに、物体分離検出手段 2 5は、物体領城に含まれる

全ての画素に対して特徴値と静止物体屑情報記憶手段 3 2に記憶される静止物体屑

情報とを取得し類似性を表す距離を判定することで、静止物体上に重なっている物

体を出力する (ステッ 58)
００6 5 ここで、図 3及び図 4 に某づいてステップ5 8を更に詳細に説明する。物体分離

検出手段 2 5ほ、まず、物体検出手段 2 2で取得される二値化画像に物体領域が存

在するか否かを判定する (ステップS 8 ０ ) 。物体分離検出手段 2 5は、存在しない場

合は、物体が存在せず静止物体上に重なっている物体も存在しない。物体分離検

出手段 2 5は、存在する場合は、検出対象時間記憶手段 3 3 に記憶されている検出対

象時間を現在時刻から差分し、検出対象時刻を算出する (ステップ5 8０2 )。続いて、

物体分離検出手段 2 5は、物体領城に含まれる画素を一つ選択し(ステップ5 8０3 )

特徴抽出手段 2 から選択した画素に対応する特徴値を取得する (ステップS 8 ０4 )

更に、物体分離検出手段 2 5は、選択した画素に対し、静止物体屑が存在するか否

かを静止物体屑情報記憶手段 3 2を用い判定する (ステップ5 8０5 ) 。物体分離検出

手段 2 5は、存在する場合は、検出対象時刻より古くかつ最も新しい屑生成時刻を持

つ静止物体屑が存在するか否かを、静止物体屑情報記憶手段 3 2を用いて判定する

００6 6 物体分離検出手段 2 5は、存在する場合は、ステッ 5 8０6の条件を満足する静止

物体屑を選択し(ステッ 58０7 ) 、ステップ5 8０4で取得した特徴値と式 (7) 又は式 (

8 ) とを用い、類似性を表す距離 を算出する (ステップ5 8 8 ) 。物体分離検出手段 2

5 は、算出した類似性を表す距離 が予め定められた閾値以上であるか否かを判定

し(ステップ5 8０9 ) 、閾値以上でない場合は、選択した画素は静止物体上に重なっ
ている物体としない。物体分離検出手段 2 5は、ステップS 8 5で静止物体屑が存在

しない場合、又は、ステップS 8 6の条件の静止物体屑が存在しない場合、又は、ス

テッ S 8 ０9で類似性を表す距離 が閾値以上である場合は、選択した画素は静止

物体上に重なっている物体として抽出する (ステップS 8 ) 。そして、物体分離検出

手段 2 5は、物体領城に含まれる全ての画素にステッ S 8 ０3～S 8 の処理を行っ



たか否かを判定する (ステップS 8 )。ステップS 8０3からステッ 8 までの処理

は、物体領城に含まれる全ての画素に行われるまで繰り返される。以上より、最終出

力として静止物体上に重なっている物体を出力することができる。

００67 図8において、ステップ52からステップ58までの処理は、ステップ52で画像が取得

される間、繰り返される。

００68 次に、本発明の実施形態による効果について説明する。

００69 本発明の実施形態では、特徴画像から物体が存在する物体領城を求め、この物体

領城から特徴値の動きが静止している静止領城を求め、この静止領城に対して特徴

値を抽出し静止物体屑として記憶し、特徴値と記憶された静止物体屑から静止物体

上に重なっている物体を検出するといぅ、対象物体のテンプレート画像を用いない構

成で実現しているので、対象物体のテンプレート画像を用いなくても重なっている物

体を区別して検出することができる。このため、物体から新たな物体が出現するなど

で、新たな物体の出現位置又は出現タイミングが定まらず、対象物体のテンプレート

画像が取得できなくても、重なっている物体を区別して検出することができる。

００7０ また、本発明の実施形態では、静止領城に対する特徴値を静止物体屑といぅ形で

画素毎に記憶し、検出対象時間を用いて静止物体屑を選択し、特徴値と選択された

静止物体屑とを比較し(例えばそれらの類似性を表す距離による判定によって)静止

物体上に重なっている物体を検出するといぅ構成を持ち(好ましくは静止物体が静止

を開始した時刻を静止物体屑の中に管理することにより) 、静止物体上に別の静止

物体が重なっていても重なっている物体を区別して検出することができる。また、検出

対象時間を変更することで、検出したい静止物体上に重なっている静止物体を静止

開始時刻に某づいて検出することができる。

００7 1 更に、本発明の実施形態では、特徴値の時系列変化が安定している安定領城を

物体領城から抽出し、物体検出手段から得られた一つ一つの物体の中に含まれる

安定領城の動き呈を求め、その動き呈から物体単位で安定領城が静止領城である

か否かを判定することで、画素単位の時系列変化では誤って静止領城となる画素を

、物体単位の動き呈といぅ空間的な塊の情報で静止領城外とすることができる。その

ため、ある一定方向に移動する単色の物体において、物体の一部が静止領城になっ



てしまぅことを防ぐことができるので、このよぅな移動物体において重なっている物体が

存在すると誤って検出してしまぅことを防ぐことができる。

００72 また、更に、本発明の実施形態では、静止物体上に重なっている物体の判定に特

徴値と選択された静止物体屑との類似性を表す距離を用いており、その距離の計算

に、静止物体屑を参照して得られる平均値と分散値といぅ変動成分を吸収できる統

計呈を利用しているので、照明変動や環境変動などに対応できる。

００7 3 図 5ほ、図 の本発明の実施形態を更に具体化した一例を示すブロック図である。

以下、この図面に某づき説明する。なお、図 と同じ部分は同じ符号を付すことにより

説明を省略する。

００74 この例では、画像取得手段 と、画像蓄積手段 3 、静止物体屑情報記憶手段 32

及び検出対象時間記憶手段 33を有する記憶装置3が、コンピュータ4に接続されて

おり、また、物体領城検出用プログラム5を記憶するコンピュータ可読記憶媒体 6がコ

ンピュータ4に接続されている。コンピュータ可読媒体 6は、磁気ディスクや半導体メ

モり等で構成され、そこに記憶された物体領城検出用プログラム5は、コンピュータ4

の立ち上げ時などにコンピュータ4に読み取られ、そのコンピュータ4の動作を制御す

ることにより、そのコンピュータ4を前述した図 のデータ処理装置2内に各手段 ０

～０4又は各手段 2 ～25として機能させ、また、図8～図 4に示される処理を行わ

せる。

００75 次に、本発明の実施形態に係る物体領城検出方法の一実施例について説明する

００76 本発明の実施形態に係る物体領城検出方法は、図 に示す実施形態の動作すな

わち図8乃至図 4に示される処理と同様である。すなわち、本発明の実施形態に係

る物体領城検出方法は、図8に示すよぅに、時系列的に連続する複数の入力画像に

ついて物体領城を検出するステッ と、前記物体領城に含まれる静止領城を前記

連続する複数の入力画像から検出するステッ bと、前記静止領城の情報を時系列

的な背景情報として蓄積するステッ と、前記時系列的な背景情報と前記物体領

域とを比較して当該物体傾域に含まれる各物体を検出するステッ dと、を含むことを

特徴とする。具体的には、ステップaとしての第一のステップ (ステップS 2～S ) と及



プ (ステップ58) とを含んでいる。第一のステップでは、前記入力画像の各画素につ

いて特徴値を抽出するとともに、当該入力画像を特徴画像として出力する。第二のス

テップでは、前記特徴画像から、物体の存在する物体領城を検出する。第三のステ

ップでは、前記物体領城に含まれる動きが静止している領城を、静止領城として取得

する。第四のステップでは、前記静止領域の各画素の前記特徴値に某づき、静止物

体屑及びその静止物体屑情報を生成する。第五のステップでは、前記物体領城の

各画素の前記特徴値と既存の前記静止物体屑情報とを比較して、当該静止物体上

に重なっている当該物体を検出する。

００77 また、本発明の実施形態に係る物体領城検出方法は、入力画像と背景情報を比較

して物体の領城を検出し、物体が静止した時に静止した物体の領城の情報を新たな

別の背景情報として記憶し、記憶された複数の背景情報と入力画像を比較すること

により個々の物体の領城を検出することを特徴とする、とすることも可能である。

００78 このとき、前記静止した物体の領城は、入力画像と背景情報を比較して検出した物

体の領城に含まれる画素にて、入力画像の特徴値の時間的変化が安定している安

定領城で、前記検出した物体の領城に対し近傍の画素を一つの物体としてその物

体を単位とした安定領城において空間的な動きが 体い領城である、としてもよい。

また、前記新たな別の背景情報として記憶するとは、前記静止した物体の領城に含

まれる画素において、記憶された複数の背景情報から入力画像の特徴値と類似する

背景情報を選択し入力画像の特徴値をその背景情報に更新すること、また、類似す
る背景情報がない場合には入力画像の特徴値から新たな別の背景情報を生成する

ことである、としてもよい。史に、前記比較することにより個々の物体の領城を検出す

るとは、入力画像と背景情報を比較して検出した物体の領城に含まれる画素におい

て、入力画像の特徴値と記憶された背景情報を用い、類似であるか否かを判定し類

似でない場合に静止物体上に重なっている物体として検出することである、としてもよ

００79 また、本発明の実施形態に係る物体領城検出方法は、動画像から画像を取得する



画像取得処理と、画像から特徴値を抽出する特徴抽出処理と、特徴画像から物体領

城及び物体に対する物体 、その矩形位置及び矩形ザイズを取得する物体検出処

理と、物体領城で動きが静止している領城を取得する静止領城取得処理と、静止領

城に含まれる全ての画素に対して特徴値を取得し静止物体毎に静止物体の情報を

静止物体屑情報として生成する静止物体屑生成処理と、物体領城に含まれる全ての

画素に対して特徴値と静止物体屑情報記憶手段に記憶される静止物体屑情報とを

取得し類似性を表す距離による判定で静止物体上に重なっている物体を検出する

物体分離検出処理とを備えた、とすることも可能である。

００8０ このとき、前記静止領城取得処理は、物体領城に含まれる全ての画素に対する特

徴値の分散値を時系列から求め、予め定められた閾値以下の分散値を持つ画素を

時間的変化が安定している安定領城として抽出し、物体検出手段から得られた一つ

一つの物体の中に含まれる安定領城の動き呈を求め、予め定められた閾値以下の

動き呈を持つ領城を静止領城として取得する、としてもよい。

００8 1 前記静止物体屑生成処理は、静止領城に含まれる全ての画素の特徴値を、その

画素に記憶されている全ての静止物体屑情報の某準特徴値と比較して特徴間距離

が最も近くかつ予め定められた閾値以下であれば、当該静止物体屑に属すると決定

して当該静止物体屑情報を更新し、更に、属する静止物体屑の屑生成時刻より新し

い屑生成時刻を持つ静止物体屑を削除し、特徴値が属する静止物体屑がない場合

や既存の静止物体屑が一つも存在しない場合には、新しく静止物体屑を生成し、そ

の静止物体屑の情報を設定し、物体領城以外の画素に対しては、静止物体屑全て

を削除する、としてもよい。

００82 前記物体分離検出処理は、物体領城における特徴値と静止物体屑情報を比較す

る際に、検出対象時間記憶手段に記憶されている検出対象時間を現在時刻から差

分し検出対象時刻を算出し、この算出された検出対象時刻より古く、かつ、最も新し

い屑生成時刻を持つ静止物体屑を一つ選択して比較する、としてもよい。

００83 前記物体分離検出処理は、前述の条件な満たす静止物体屑が存在しない場合や

静止物体屑が一つも存在しない場合に、静止物体上に重なっている物体として検出

する、としてもよい。



００84 前記物体分離検出処理における類似性を表す距離による判定は、物体領城にお

ける特徴値と選択された静止物体屑情報とを参照して得られる平均値及び分散値を

用いて、特徴値と平均値との差分呈の絶対値、又は、特徴値と平均値との差分呈の

絶対値を標準偏差で正規化した値を類似性を表す距離とし、予め定められた閾値以

上の類似性を表す距離を持つ画素を静止物体上に重なっている物体として検出す

る、としてもよい。

００85 前記動き呈は、物体単位の安定領城に含まれる全ての画素に対して、テンプレート

マッチングによるオプティカルフローを求めその大きさをマッチング距離で重み付け

をした加重平均にて算出する、又は、オプティかレフローを求めその大きさを物体領

城の輪郭付近で大きく重み付けをした加重平均にて算出する、としてもよい。

００86 本発明の実施形態に係る物体領城検出方法によれば、図 の実施形態と同様の作

用及び効果を奏する。また、本発明の実施形態に係る物体領城検出装置等の前述

した一実施形態の構成に準じて本発明の実施形態に係る物体領城検出方法を構成

してもよし、本発明の実施形態に係る物体領城検出方法の前述した構成に準じて本

発明の実施形態に係る物体領城検出装置等を構成してもよい。

００87 なお、本発明は、吉ぅまでもなく、上記実施形態に限定されるものではない。例えば

、データ処理装置の各手段は、専用の Cを用いて実現することもできる。

００88 また、上記実施形態では、全画素の一つ一つを検出対象としたが、隣接する複数

画素の特徴値の平均値を用い、これらの複数画素を一つの画素として扱ぅ場合も本

発明に含まれる。この場合は、処理速度の向上及びメモり容呈の低減が図られる。

００89 更に、特定座標の画素のみを検出対象とする場合も本発明に含まれる。例えば、

図7における 点、 点及びC点を含む複数点のみを検出対象としてもよい。このよぅ

にしても、各点相互の重なり又は各点の属する物体相互の重なりを検出することがで

きる。この場合も、処理速度の向上及びメモり容呈の低減が図られる。

００9０ なお、本発明の実施形態に係る物体領城検出装置をハードウェアとして構築した

が、これに限られるものではない。本発明の実施形態は、物体領城検出用プログラム

として構築してもよく、そのプログラムをコンピュータに実行させることにより、物体領城

検出装置の機能を実現するよぅにしてもよレ吃のである。前記物体領城検出用プログ



ラムは記録媒体に記録され、その状態で商取引の対象となる。

００91 以上、実施形態 (及び実施例)を参照して本願発明を説明したが、本願発明は上記

実施形態 (及び実施例)に限定されるものではない。本願発明の構成や詳細には、

本願発明のスコーブ内で当業者が理解し得る様々な変更をすることができる。

００92 この出願は2００7年7月5 日に出願された日本出願特願2００7 77389を某礎と

する優先権を主張し、その開示の全てをここに取り込む。

産業上の禾 用可能，吐

００93 本発明によれば、一つのヵメラの撮影にて、静止物体上に別の静止物体及び移動

物体が重なっていても重なっている物体を区別して検出できる物体領城検出装置や

、物体領城検出装置をコンピュータに実現するためのプログラムといった用途に適用

できる。また、ヵメラや蓄積映像から静止物体上に重なっている物体の検出を必要と

する監視分野において、侵入者検出、不審者検出、不審物の置き去り検出、荷物の

持ち去り検出、ゲートの共連れ検出、混雑及び行列検出などを行ぅ装置や機能とい

った用途に適用できる。更に、ヵメラや蓄積映像からの静止物体上に重なっている物

体の検出位置を入力とする入カインタフェースといった用途に適用できる。この他、

静止物体上に重なっている物体の検出をトリがキ一とするビデオノ映像検索装置・

機能といった用途に適用できる。

図面の簡単な説明

００94 図 本発明に係る物体領城検出装置及び物体領城検出システムの一実施形態を

示すブロック図である。

図2 図 の実施形態における動作の概要 (その )を示す説明図である。

図3 図 の実施形態における動作の概要 (その2)を示す説明図である。

図4 図 の実施形態における静止物体屑情報の一例を示す図表である。

図5 図 の実施形態における処理経過の一例を示す説明図である。

図6 図 の実施形態における静止物体屑生成手段にて削除される静止物体屑の一

例を示す説明図である。

図7 図 の実施形態における物体分離検出の一例を示す説明図である。

図8 図 の実施形態における全体の動作を示すフローチャートである。



図9 図8のステッ 6における詳細な動作 (その )を示すフローチャートである。

図1０図8のステップ5 6における詳細な動作 (その2)を示すフローチャートである。

図11 図8のステップ5 7における詳細な動作 (その )を示すフローチャートである。

図12 図8のステップ5 7における詳細な動作 (その2)を示すフローチャートである。

図13 図8のステップ5 8における詳細な動作 (その )を示すフローチャートである。

図14 図8のステップ5 8における詳細な動作 (その2)を示すフローチャートである。

図15 図 の実施例を更に具体化した一例を示すブロック図である。

符号の説明

画像取得手段

2 データ処理装置 (物体領城検出装置)

3 記憶装置

4 コンピュータ

5 物体領城検出用プログラム

6 コンピュータ可読記憶媒体

2 特徴抽出手段

22 物体検出手段

23 静止領城取得手段

24 静止物体屑生成手段

25 物体分離検出手段

3 画像蓄積手段

32 静止物体屑情報記憶手段

33 検出対象時間記憶手段

００ 物体領城検出システム

０ 第一の手段

０2 第二の手段

０3 第三の手段

０4 第四の手段



請求の範囲

時系列的に連続する複数の入力画像について物体領城を検出する第一の手段と

、前記物体領城に含まれる静止領城を前記連続する複数の入力画像から検出する

第二の手段と、前記静止領域の情報を時系列的な背景情報として蓄積する第三の

手段と、前記時系列的な背景情報と前記物体領城とを比較して当該物体領城に含

まれる各物体を検出する第四の手段と、

を備えたことを特徴とする物体領城検出装置。

2 前記第一の手段としての特徴抽出手段及び物体検出手段と、前記第二の手段とし

ての静止領城取得手段と、前記第三の手段としての静止物体屑生成手段と、前記第

四の手段としての物体分離検出手段とを備え、

前記特徴抽出手段は、前記入力画像の各画素について特徴値を抽出するとともに

当該入力画像を特徴画像として出力する機能を有し、

前記物体検出手段は、前記特徴画像から物体の存在する物体領城を検出する機

能を有し、

前記静止領城取得手段は、前記物体領城に含まれる動きが静止している領城を静

止領城として取得する機能を有し、

前記静止物体屑生成手段は、前記静止領城の各画素の前記特徴値に某づき静止

物体屑及びその静止物体屑情報を生成する機能を有し、

前記物体分離検出手段は、前記物体領城の各画素の前記特徴値と既存の前記静

止物体屑情報とを比較して当該静止物体上に重なっている当該物体を検出する機

能を有する、

ことを特徴とする請求項 記載の物体領城検出装置。

3 前記静止領城取得手段は、前記物体領城の各画素の特徴値の時系列データから

その分散値を求め、一定以下の前記分散値を持つ前記各画素を時間的変化が安定

している安定領城として抽出し、物体単位の前記安定領城についてその動き呈を求

め、一定以下の前記動き呈を持つ前記安定領城を前記静止領城として取得する、

ことを特徴とする請求項2記載の物体領城検出装置。

4 前記静止領城取得手段は、物体単位の前記安定領城の各画素に



一トマッチングによるオプティカルフローを求め、そのオプティカルフローの大きさを

マッチング距離で重み付けをした加重平均又は前記オプティかレフローの大きさを

前記物体領城の輪郭付近で大きく重み付けをした加重平均によって前記動き呈を算

出する、

ことを特徴とする請求項3記載の物体領城検出装置。

5 前記静止物体屑生成手段は、前記静止領城の各画素の前記特徴値を既存の前

記静止物体屑の某準特徴値と比較して特徴間距離が最も近くかつ一定以下の前記

静止物体屑があるならば、当該静止物体屑に当該静止領城の前記特徴値が属する

と決定して当該静止物体屑情報を更新するとともに、前記静止領城の前記特徴値が

屑を削除し、前記静止領城の前記特徴値が属する前記静止物体屑がないとき又は

既存の前記静止物体屑が一つも存在しないときには新しく前記静止物体屑を生成

するとともにその前記静止物体屑情報を設定し、前記物体領城以外の画素に対して

は前記静止物体屑の全てを削除する、

ことを特徴とする請求項2乃至4のいずれか一項に記載の物体領城検出装置。

6 前記物体分離検出手段は、前記物体領城の各画素の前記特徴値を既存の前記

静止物体屑情報と比較する際に、予め記憶している検出対象時間を現在時刻から

差分することにより検出対象時刻を算出し、この検出対象時刻より古くかつ最も新し

い屑生成時刻を持つ前記静止物体屑を一つ選択して比較の対象とする、

ことを特徴とする請求項2乃至5のいずれか一項に記載の物体領城検出装置。

7 前記物体分離検出手段は、前記検出対象時刻より古くかつ最も新しい屑生成時刻

を持つ前記静止物体屑が存在しないとき又は前記静止物体屑が一つも存在しないと

きに、前記物体領城の前記各画素を前記静止物体上に重なっている前記物体として

検出する、

ことを特徴とする請求項6記載の物体領城検出装置

8 前記物体分離検出手段は、前記物体領城の各画素の前記特徴値と選択された前

記静止物体屑情報を参照して得られる平均値及び分散値とを用いて、前記特徴値と



性を表す距離とし、一定値以上の類似性を表す距離を持つ前記各画素を前記静止

物体上に重なっている前記物体として検出する、

ことを特徴とする請求項2乃至7のいずれか一項に記載の物体領城検出装置。

9 請求項2乃至8のいずれか一項に記載の物体領城検出装置と、動画像から入力画

像を取得して前記物体領城検出装置へ出力する画像取得手段と、前記特徴値及び

前記静止物体屑情報を含む情報を記憶する記憶装置と、

を備えたことを特徴とする物体領城検出システム。

０ 時系列的に連続する複数の入力画像について物体領城を検出するステッ aと、

前記物体領城に含まれる静止領城を前記連続する複数の入力画像から検出するス

テッ bと、前記静止領城の情報を時系列的な背景情報として蓄積するステッ cと、

前記時系列的な背景情報と前記物体領城とを比較して当該物体領城に含まれる各

物体を検出するステッ dと、

を含むことを特徴とする物体領城検出方法。

前記ステッ としての第一及び第二のステップと、前記ステッ bとしての第三のス

テップと、前記ステッ cとしての第四のステップと、前記ステッ dとしての第五のステ

前記第一のステップでは、前記入力画像の各画素について特徴値を抽出するとと

もに当該入力画像を特徴画像として出力し、

前記第二のステップでは、前記特徴画像から物体の存在する物体領城を検出し、

前記第三のステップでは、前記物体領城に含まれる動きが静止している領城を静

止領城として取得し、

前記第四のステップでは、前記静止領城の各画素の前記特徴値に某づき静止物

体屑及びその静止物体屑情報を生成し、

前記第五のステップでは、前記物体領城の各画素の前記特徴値と既存の前記静

止物体屑情報とを比較して当該静止物体上に重なっている当該物体を検出する、

ことを特徴とする請求項 ０記載の物体領城検出方法。

2 前記第三のステップでは、前記物体領城の各画素の特徴値の時系列データからそ

の分散値を求め、一定以下の前記分散値を持つ前記各画素を時間的変化が安定し



ている安定領城として抽出し、物体単位の前記安定領城についてその動き呈を求め

、一定以下の前記動き呈を持つ前記安定領城を前記静止領城として取得する、

ことを特徴とする請求項 記載の物体領城検出方法。

3 前記第三のステップでは、物体単位の前記安定領城の各画素に対してテンプレー

トマッチングによるオプティカルフローを求め、そのオプティカルフローの大きさをマッ

チング距離で重み付けをした加重平均又は前記オプティかレフローの大きさを前記

物体領城の輪郭付近で大きく重み付けをした加重平均によって前記動き呈を算出す

る、

ことを特徴とする請求項 2記載の物体領城検出方法。

4 前記第四のステップでは、前記静止領城の各画素の前記特徴値を既存の前記静

止物体屑の某準特徴値と比較して特徴間距離が最も近くかつ一定以下の前記静止

物体屑があるならば、当該静止物体屑に当該静止領城の前記特徴値が属すると決

定して当該静止物体屑情報を更新するとともに、前記静止領城の前記特徴値が属

を削除し、前記静止領城の前記特徴値が属する前記静止物体屑がないとき又は既

存の前記静止物体屑が一つも存在しないときには新しく前記静止物体屑を生成する

とともにその前記静止物体屑情報を設定し、前記物体領城以外の画素に対しては前

記静止物体屑の全てを削除する、

ことを特徴とする請求項 乃至 3のいずれか一項に記載の物体領城検出方法。

5 前記第五のステップでは、前記物体領城の各画素の前記特徴値を既存の前記静

止物体屑情報と比較する際に、予め記憶している検出対象時間を現在時刻から差

分することにより検出対象時刻を算出し、この検出対象時刻より古くかつ最も新 、

屑生成時刻を持つ前記静止物体屑を一つ選択して比較の対象とする、

ことを特徴とする請求項 乃至 4のいずれか一項に記載の物体領城検出方法。

6 前記第五のステップでは、前記検出対象時刻より古くかつ最も新しい屑生成時刻を

持つ前記静止物体屑が存在しないとき又は前記静止物体屑が一つも存在しないとき

に、前記物体領城の前記各画素を前記静止物体上に重なっている前記物体として

検出する、



ことを特徴とする請求項 5記載の物体領城検出方法

7 前記第五のステップでは、前記物体領城の各画素の前記特徴値と選択された前記

静止物体屑情報を参照して得られる平均値及び分散値とを用いて、前記特徴値と前

を表す距離とし、一定値以上の類似性を表す距離を持つ前記各画素を前記静止物

体上に重なっている前記物体として検出する、

ことを特徴とする請求項 乃至 6のいずれか一項に記載の物体領域検出方法。

8 コンピュータに、

時系列的に連続する複数の入力画像について物体領城を検出する機能と、

前記物体領城に含まれる静止領城を前記連続する複数の入力画像から検出する

機能と、

前記静止領城の情報を時系列的な背景情報としてのデータベースとして出力する

機能、

前記時系列的な背景情報と前記物体領城とを比較して当該物体領城に含まれる

各物体を検出する機能とを実行させることを特徴とする物体領城検出用プログラム。

9 前記コンピュータに、

前記入力画像の各画素について特徴値を抽出するとともに当該入力画像を特徴

画像として出力する機能と、

前記特徴画像から物体の存在する物体領城を検出する機能を有し、

前記物体領城に含まれる動きが静止している領城を静止領城として取得する機能

と、

前記静止領城の各画素の前記特徴値に某づき静止物体屑及びその静止物体屑

情報を生成する機能と、

前記物体領城の各画素の前記特徴値と既存の前記静止物体屑情報とを比較して

当該静止物体上に重なっている当該物体を検出する機能とじっこぅさせることを特徴

とする請求項 8記載の物体領城検出用プログラム。

2０ 前記コンピュータに、

前記物体領城の各画素の特徴値の時系列データからその分散値を求め、一定以



下の前記分散値を持つ前記各画素を時間的変化が安定している安定領城として抽

出し、物体単位の前記安定領城についてその動き呈を求め、一定以下の前記動き

呈を持つ前記安定領城を前記静止領城として取得する機能を実行させることを特徴

とする請求項 9記載の物体領城検出用プログラム。

2 前記コンピュータに、

物体単位の前記安定領城の各画素に対してテンプレートマッチングによるオプティ

カルフローを求め、そのオプティカルフローの大きさをマッチング距離で重み付けを

した加重平均又は前記オプティかレフローの大きさを前記物体領城の輪郭付近で大

きく重み付けをした加重平均によって前記動き呈を算出する機能を実行させることを

特徴とする請求項2０記載の物体領城検出用プログラム。

22 前記コンピュータに、

前記静止領城の各画素の前記特徴値を既存の前記静止物体屑の某準特徴値と

比較して特徴間距離が最も近くかつ一定以下の前記静止物体屑があるならば、当該

静止物体屑に当該静止領城の前記特徴値が属すると決定して当該静止物体屑情

報を更新するとともに、前記静止領城の前記特徴値が属する前記静止物体屑の屑

生成時刻よりも新しい屑生成時刻を持つ前記静止物体屑を削除し、前記静止領城

の前記特徴値が属する前記静止物体屑がないとき又は既存の前記静止物体屑が一

つも存在しないときには新しく前記静止物体屑を生成するとともにその前記静止物体

屑情報を設定し、前記物体領城以外の画素に対しては前記静止物体屑の全てを削

除する機能を実行させることを特徴とする請求項 9乃至2 のいずれか一項に記載

の物体領城検出用プログラム。

23 前記コンピュータに、

前記物体領城の各画素の前記特徴値を既存の前記静止物体屑情報と比較する際

に、予め記憶している検出対象時間を現在時刻から差分することにより検出対象時

刻を算出し、この検出対象時刻より古くかつ最も新しい屑生成時刻を持つ前記静止

物体屑を一つ選択して比較の対象とする機能を実行させることを特徴とする請求項

9乃至22のいずれか一項に記載の物体領域検出用プログラム。

24 前記コンピュータに、



前記検出対象時刻より古くかつ最も新しい屑生成時刻を持つ前記静止物体屑が

存在しないとき又は前記静止物体屑が一つも存在しないときに、前記物体領城の前

記各画素を前記静止物体上に重なっている前記物体として検出する機能を実行さ

せることを特徴とする請求項23記載の物体領城検出用プログラム

25 前記コンピュータに、

前記物体領城の各画素の前記特徴値と選択された前記静止物体屑情報を参照し

て得られる平均値及び分散値とを用いて、前記特徴値と前記平均値との差分呈の絶

対値又はその絶対値を標準偏差で正規化した値を類似性を表す距離とし、一定値

以上の類似性を表す距離を持つ前記各画素を前記静止物体上に重なっている前記

物体として検出する機能を実行させることを特徴とする請求項 9乃至24のいずれか

一項に記載の物体領城検出用プログラム。
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