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(57)【要約】
【課題】照明変動や前景の変形が発生し得る環境におい
て撮影された画像に、テクスチャの少ない領域が存在し
ている場合であっても、前景領域を適切に抽出できる動
的な背景モデルを構築できること。
【解決手段】背景モデル構築装置１は、領域分割部１４
および背景モデル更新部１６を備える。領域分割部１４
は、画素値に基づいて、画像を複数の分割領域に分割す
る。背景モデル更新部１６は、領域分割部１４により分
割された各分割領域の画素情報に基づいて、背景モデル
を更新する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　動的な背景モデルを構築する背景モデル構築装置であって、
　画素値に基づいて、前景領域を含まない空舞台の画像を複数の領域に分割する領域分割
手段と、
　前景領域を含み得る画像を前記複数の領域に分割して得られる各領域の画素情報に基づ
いて、背景モデルを更新する背景モデル更新手段と、を備えることを特徴とする背景モデ
ル構築装置。
【請求項２】
　前記領域分割手段は、互いに隣接しており画素値が類似する画素同士が同一の領域に含
まれるように、前記空舞台の画像を前記複数の領域に分割することを特徴とする請求項１
に記載の背景モデル構築装置。
【請求項３】
　前記背景モデル更新手段は、処理する対象画素を含む領域の画素値の中央値と、当該対
象画素の画素値と、の差分に基づいて、当該対象画素が前景であるか否かを判断し、背景
モデルを更新することを特徴とする請求項１または２に記載の背景モデル構築装置。
【請求項４】
　前記背景モデル更新手段は、
　前記差分に基づいて対象画素が前景であると判断した場合には、当該対象画素を含む領
域の画素値の中央値を用いて背景モデルを更新し、
　前記差分に基づいて対象画素が前景ではないと判断した場合には、当該対象画素の現在
の画素値を用いて背景モデルを更新することを特徴とする請求項３に記載の背景モデル構
築装置。
【請求項５】
　ステレオ画像の視差情報を求めるステレオ対応点探索手段を備え、
　前記背景モデル更新手段は、前記領域分割手段により分割された各領域の画素情報と、
前記ステレオ対応点探索手段により求められた視差情報と、に基づいて、背景モデルを更
新することを特徴とする請求項１から４のいずれかに記載の背景モデル構築装置。
【請求項６】
　前記ステレオ対応点探索手段により求められた視差情報から奥行情報を求める奥行情報
算出手段と、
　前記奥行情報算出手段により求められた奥行情報の信頼度を求める奥行信頼値マップ生
成手段を備え、
　前記背景モデル更新手段は、前記奥行信頼値マップ生成手段により求められた奥行情報
の信頼度に基づいて、前記領域分割手段により分割された各領域の画素情報に基づいて背
景モデルを生成するのか、前記ステレオ対応点探索手段により求められた視差情報に基づ
いて背景モデルを生成するのかを、画素ごとに決定することを特徴とする請求項５に記載
の背景モデル構築装置。
【請求項７】
　前記背景モデル更新手段は、前景を含まないステレオ画像から前記奥行情報算出手段に
より求められた対象画素の初期奥行情報と、当該対象画素の現在の奥行情報と、の差異に
基づいて、当該対象画素が前景であるか否かを判断し、背景モデルを更新することを特徴
とする請求項６に記載の背景モデル構築装置。
【請求項８】
　前記背景モデル更新手段は、
　処理する対象画素を含む領域の画素値の中央値と、当該対象画素の画素値と、の差分に
基づいて、当該対象画素が前景であるか否かを判断し、
　前記奥行信頼値マップ生成手段により求められた奥行情報の信頼度が予め定められた閾
値より大きく、かつ、前記差異に基づいて対象画素が前景であると判断した場合には、直
前のフレームで背景モデルの更新に用いた値を用いて背景モデルを更新し、
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　前記奥行信頼値マップ生成手段により求められた奥行情報の信頼度が予め定められた閾
値以下で、かつ、前記差分に基づいて対象画素が前景であると判断した場合には、当該対
象画素を含む領域の画素値の中央値を用いて背景モデルを更新し、
　前記差分または前記差異に基づいて対象画素が前景ではないと判断した場合には、当該
対象画素の現在の画素値を用いて背景モデルを更新することを特徴とする請求項７に記載
の背景モデル構築装置。
【請求項９】
　領域分割手段および背景モデル更新手段を備え、動的な背景モデルを構築する背景モデ
ル構築装置における背景モデル構築方法であって、
　前記領域分割手段が、画素値に基づいて、画像を複数の領域に分割する第１のステップ
と、
　前記背景モデル更新手段が、前記領域分割手段により分割された各領域の画素情報に基
づいて、背景モデルを更新する第２のステップと、を備えることを特徴とする背景モデル
構築方法。
【請求項１０】
　領域分割手段および背景モデル更新手段を備え、動的な背景モデルを構築する背景モデ
ル構築装置における背景モデル構築方法を、コンピュータに実行させるためのプログラム
であって、
　前記領域分割手段が、画素値に基づいて、画像を複数の領域に分割する第１のステップ
と、
　前記背景モデル更新手段が、前記領域分割手段により分割された各領域の画素情報に基
づいて、背景モデルを更新する第２のステップと、をコンピュータに実行させるためのプ
ログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、動的な背景モデルを構築する背景モデル構築装置、背景モデル構築方法、お
よびプログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、予め定められた位置に固定された固定カメラにより撮影された映像から、人物や
移動する物体などの、動的な前景領域を抽出する技術が提案されている。
【０００３】
　例えば非特許文献１には、固定カメラ環境において動的な前景領域を抽出するために、
混合ガウス分布で表現した背景モデルを構築する技術が、示されている。また、この非特
許文献１には、混合ガウス分布の分布数をシーンに合わせて動的に変更することで、照明
変動などの一時的な背景の見かけの変化に対して頑健な動的な背景モデルを構築する技術
も、示されている。
【０００４】
　また、非特許文献２には、動的な背景モデルを構築する技術は示されていないが、複数
のカメラを利用したステレオ視で得られる視差に基づいて、前景領域を抽出する技術が、
示されている。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【０００５】
【非特許文献１】島田，有田，谷口，“適応的な分布数の増減法を利用した混合ガウス分
布による高速な動的背景モデル構築，”電子情報通信学会論文誌Vol.J90-D,　No.9,　pp.
2606-2614,2007.
【非特許文献２】Yuri　Ivanov,　Aaron　Bobick,　John　Liu　“Fast　Lighting　Inde
pendnt　Background　Subtracion”　International　Journal　of　Computer　Vision　
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(IJCV)　37(2),　pp.199-207,　2000
【非特許文献３】Chris　Stauffer　and　W.E.L　Grimson.　Adaptive　background　mix
ture　models　for　real-time　tracking.　Computer　Vision　and　Pattern　Recogni
tion,　Vol.2,　pp.246-252,　1999.
【非特許文献４】OpenCV　2.4.3、［online］、［平成25年1月28日検索］、インターネッ
ト<URL:http://opencv.org/>
【非特許文献５】Hirschmuller,　H.　Stereo　Processing　by　Semiglobal　Matching
　and　Mutual　Information,　PAMI(30),　No.2,　February　2008,　pp.328-341.
【非特許文献６】Zhang,　Z.　,　A　flexible　new　technique　for　camera　calibra
tion,　IEEE　JOURNALS　&　MAGAZINES,　Volume:22,　Issue:11,　Page(s):1330-1334,
　2000.
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　非特許文献１に示されている上述の技術では、前景が移動している場合には、この前景
を背景と混同することなく逐次動的な背景モデルを構築できる。しかし、前景が移動を一
時的に停止するなどによって前景が静止に近い状態にある場合には、前景と背景とを本質
的に区別することが難しく、時間が経過するに従って、前景領域が背景領域とみなされて
いき、前景領域が背景領域に溶け込んでいく現象が発生してしまっていた。
【０００７】
　そこで、非特許文献１には、前景領域が背景領域に溶け込んでいく現象を解決するため
に、背景モデルの構築とは別に、テンプレートマッチングといった手法により前景領域を
追跡する技術も示されている。しかし、この前景領域を追跡する技術は、照明変動や前景
の変形に対して頑健ではない。このため、照明変動や前景の変形などにより、テンプレー
トマッチングにより生成した初期のテンプレートとは前景領域が異なる場合には、上述の
ように前景が静止に近い状態になってしまうと、前景領域を適切に抽出できる動的な背景
モデルを構築することはできなかった。
【０００８】
　非特許文献１による上述の問題は、一般的な背景でかつ照明の変動が存在する環境にお
いて、途中で一時的に静止するような動作を行う人物の領域を前景領域として抽出する場
合に、特に顕著化する。途中で一時的に静止するような動作を行う人物の領域とは、例え
ば、直立しており、下半身の動きは少ないが、頭や手などの上半身は動いている人物の領
域のことである。
【０００９】
　一方、非特許文献２に示されているステレオ視で得られる視差は、照明変動による影響
を受けにくい。しかし、模様の少ない領域や、のっぺりした領域といった、テクスチャの
少ない領域では、視差の推定が困難である。このため、非特許文献２で示されている技術
では、テクスチャの少ない領域が存在している場合に、前景領域を適切には抽出できなか
った。
【００１０】
　そこで、本発明は、上述の課題に鑑みてなされたものであり、照明変動や前景の変形が
発生し得る環境において撮影された画像に、テクスチャの少ない領域が存在している場合
であっても、前景領域を適切に抽出できる動的な背景モデルを構築できることを目的とす
る。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本発明は、上記の課題を解決するために、以下の事項を提案している。
　（１）　本発明は、動的な背景モデルを構築する背景モデル構築装置（例えば、図１の
背景モデル構築装置１に相当）であって、画素値に基づいて、前景領域を含まない空舞台
の画像を複数の領域に分割する領域分割手段（例えば、図１の領域分割部１４に相当）と
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、前景領域を含み得る画像を前記複数の領域に分割して得られる各領域の画素情報に基づ
いて、背景モデルを更新する背景モデル更新手段（例えば、図１の背景モデル更新部１６
に相当）と、を備えることを特徴とする背景モデル構築装置を提案している。
【００１２】
　ここで、動的な背景モデルを構築する対象となる画像のことを、対象画像と呼ぶことと
する。すると、前景領域を含まない空舞台の画像とは、前景が映っていない対象画像のこ
とであり、前景領域を含み得る画像とは、対象画像のことである。
【００１３】
　そこで、この発明によれば、画素値に基づいて、前景が映っていない対象画像を複数の
領域に分割し、対象画像をこれら複数の領域に分割して得られる各領域の画素情報に基づ
いて、背景モデルを更新することとした。このため、互いに隣接しており画素値が類似す
る画素同士が同一の領域に含まれるように対象画像を分割し、分割した各領域内の各画素
の画素情報を参照することで、各画素について前景であるか否かを判断することができる
。したがって、前景が静止に近い状態であっても、この前景領域の画素値を背景モデルの
更新に用いないようにすることができる。したがって、前景領域が背景領域に溶け込んで
いってしまうのを抑制可能である動的な背景モデルを構築できる。
【００１４】
　（２）　本発明は、（１）の背景モデル構築装置について、前記領域分割手段は、互い
に隣接しており画素値が類似する画素同士が同一の領域に含まれるように、前記空舞台の
画像を前記複数の領域に分割することを特徴とする背景モデル構築装置を提案している。
【００１５】
　ここで、空舞台の画像について、画素値に基づいて複数の領域に分割して、互いに隣接
しており画素値が類似する画素同士が同一の領域に含まれるように分割したものとする。
すると、空舞台の画像において同一の領域に含まれていた画素同士の画素値は、照明変動
が発生し得る状況における対象画像においても、前景領域でなければ類似しているものと
想定できる。
【００１６】
　そこで、この発明によれば、（１）の背景モデル構築装置において、互いに隣接してお
り画素値が類似する画素同士が同一の領域に含まれるように、空舞台の画像を複数の領域
に分割することした。このため、同一の領域に含まれる対象画像の各画素の画素値が類似
しているか否かを判断することによって、画素が前景であるか否かを判断することができ
る。
【００１７】
　（３）　本発明は、（１）または（２）の背景モデル構築装置について、前記背景モデ
ル更新手段は、処理する対象画素を含む領域の画素値の中央値と、当該対象画素の画素値
と、の差分に基づいて、当該対象画素が前景であるか否かを判断し、背景モデルを更新す
ることを特徴とする背景モデル構築装置を提案している。
【００１８】
　ここで、上述のように、空舞台の画像について、互いに隣接しており画素値が類似する
画素同士が同一の領域に含まれるように分割したものとすると、空舞台の画像において同
一の領域に含まれていた画素同士の画素値は、照明変動が発生し得る状況における対象画
像においても、前景領域でなければ類似しているものと想定できる。このため、対象画像
における対象画素を含む領域の画素値の中央値を、前景領域に隠蔽された背景領域の画素
値とみなすことが可能である。
【００１９】
　そこで、この発明によれば、（１）または（２）の背景モデル構築装置において、対象
画素を含む領域の画素値の中央値と、対象画素の画素値と、の差分に基づいて、対象画素
が前景であるか否かを判断し、背景モデルを更新することとした。このため、上述の差分
が大きい場合には、対象画素が前景であると判断し、上述の差分が小さい場合には、対象
画素が背景であると判断することで、前景領域を的確に求めることができ、動的な背景モ
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デルを的確に構築できる。
【００２０】
　（４）　本発明は、（３）の背景モデル構築装置について、前記背景モデル更新手段は
、前記差分に基づいて対象画素が前景であると判断した場合には、当該対象画素を含む領
域の画素値の中央値を用いて背景モデルを更新し、前記差分に基づいて対象画素が前景で
はないと判断した場合には、当該対象画素の現在の画素値を用いて背景モデルを更新する
ことを特徴とする背景モデル構築装置を提案している。
【００２１】
　この発明によれば、（３）の背景モデル構築装置において、上述の差分に基づいて対象
画素が前景であると判断した場合には、対象画素を含む領域の画素値の中央値を用いて背
景モデルを更新することとした。このため、対象画像における対象画素を含む領域の画素
値の中央値を、前景領域に隠蔽された背景領域の画素値として用いて、背景モデルを更新
することができる。したがって、背景モデルの更新に対する前景の画素値の影響を抑える
ことができるので、動的な背景モデルを的確に構築できる。
【００２２】
　また、この発明によれば、（３）の背景モデル構築装置において、上述の差分に基づい
て対象画素が前景ではないと判断した場合には、対象画素の現在の画素値を用いて背景モ
デルを更新することとした。このため、背景領域については、画素値をそのまま用いて背
景モデルを更新することができるので、動的な背景モデルを的確に構築できる。
【００２３】
　（５）　本発明は、（１）から（４）のいずれかの背景モデル構築装置について、ステ
レオ画像の視差情報を求めるステレオ対応点探索手段（例えば、図５のステレオ対応点探
索部２１に相当）を備え、前記背景モデル更新手段は、前記領域分割手段により分割され
た各領域の画素情報と、前記ステレオ対応点探索手段により求められた視差情報と、に基
づいて、背景モデルを更新することを特徴とする背景モデル構築装置を提案している。
【００２４】
　この発明によれば、（１）から（４）のいずれかの背景モデル構築装置において、背景
モデルの更新を、画像を分割した各領域の画素情報と、ステレオ画像の視差情報と、に基
づいて行うこととした。このため、テクスチャが複雑な領域については、ステレオ画像の
視差情報に基づいて背景モデルを更新することで、照明変動や前景の変形などが発生した
場合であっても、動的な背景モデルを的確に構築できる。一方、テクスチャが少ない領域
については、画像を分割した各領域の画素情報に基づいて背景モデルを更新することで、
テクスチャが少ない領域が存在している場合であっても、動的な背景モデルを的確に構築
できる。
【００２５】
　（６）　本発明は、（５）の背景モデル構築装置について、前記ステレオ対応点探索手
段により求められた視差情報から奥行情報を求める奥行情報算出手段（例えば、図５の奥
行情報算出部２２に相当）と、前記奥行情報算出手段により求められた奥行情報の信頼度
を求める奥行信頼値マップ生成手段（例えば、図５の奥行信頼値マップ生成部２３に相当
）を備え、前記背景モデル更新手段は、前記奥行信頼値マップ生成手段により求められた
奥行情報の信頼度に基づいて、前記領域分割手段により分割された各領域の画素情報に基
づいて背景モデルを生成するのか、前記ステレオ対応点探索手段により求められた視差情
報に基づいて背景モデルを生成するのかを、画素ごとに決定することを特徴とする背景モ
デル構築装置を提案している。
【００２６】
　ここで、一般的に、視差情報から奥行情報を求めることができ、テクスチャが複雑な領
域では、奥行情報の信頼度が高くなり、テクスチャが少ない領域では、奥行情報の信頼度
が低くなる。
【００２７】
　そこで、この発明によれば、（５）の背景モデル構築装置において、視差情報から求め
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た奥行情報の信頼度に基づいて、背景モデルの更新を、画像を分割した各領域の画素情報
に基づいて行うのか、ステレオ画像の視差情報に基づいて行うのかを、画素ごとに決定す
ることとした。このため、奥行情報の信頼度に基づいて、テクスチャが複雑な領域である
のか、テクスチャが少ない領域であるのかを判断することができる。したがって、テクス
チャに応じて適した方法で、背景モデルを更新することができる。
【００２８】
　（７）　本発明は、（６）の背景モデル構築装置について、前記背景モデル更新手段は
、前景を含まないステレオ画像から前記奥行情報算出手段により求められた対象画素の初
期奥行情報と、当該対象画素の現在の奥行情報と、の差異に基づいて、当該対象画素が前
景であるか否かを判断し、背景モデルを更新することを特徴とする背景モデル構築装置を
提案している。
【００２９】
　ここで、前景領域の画素の奥行情報と、空舞台を撮影した映像におけるこの画素の奥行
情報とは、大きく異なることになる。
【００３０】
　そこで、この発明によれば、（６）の背景モデル構築装置において、対象画素の初期奥
行情報と現在の奥行情報との差異に基づいて、対象画素が前景であるか否かを判断し、背
景モデルを更新することとした。このため、上述の差異が大きい場合には、対象画素が前
景であると判断し、上述の差異が小さい場合には、対象画素が背景であると判断すること
で、前景領域を的確に求めることができ、動的な背景モデルをより的確に構築できる。
【００３１】
　（８）　本発明は、（７）の背景モデル構築装置について、前記背景モデル更新手段は
、処理する対象画素を含む領域の画素値の中央値と、当該対象画素の画素値と、の差分に
基づいて、当該対象画素が前景であるか否かを判断し、前記奥行信頼値マップ生成手段に
より求められた奥行情報の信頼度が予め定められた閾値より大きく、かつ、前記差異に基
づいて対象画素が前景であると判断した場合には、直前のフレームで背景モデルの更新に
用いた値を用いて背景モデルを更新し、前記奥行信頼値マップ生成手段により求められた
奥行情報の信頼度が予め定められた閾値以下で、かつ、前記差分に基づいて対象画素が前
景であると判断した場合には、当該対象画素を含む領域の画素値の中央値を用いて背景モ
デルを更新し、前記差分または前記差異に基づいて対象画素が前景ではないと判断した場
合には、当該対象画素の現在の画素値を用いて背景モデルを更新することを特徴とする背
景モデル構築装置を提案している。
【００３２】
　この発明によれば、（７）の背景モデル構築装置において、奥行情報の信頼度が高く、
かつ、上述の差異に基づいて対象画素が前景であると判断した場合には、直前のフレーム
で背景モデルの更新に用いた値を用いて背景モデルを更新することとした。このため、テ
クスチャが複雑な前景領域については、動的な背景モデルの更新に対する影響を大幅に抑
えることができ、動的な背景モデルをより的確に構築できる。
【００３３】
　また、この発明によれば、（７）の背景モデル構築装置において、奥行情報の信頼度が
高く、かつ、上述の差分に基づいて対象画素が前景であると判断した場合には、対象画素
を含む領域の画素値の中央値を用いて背景モデルを更新することとした。このため、対象
画像における対象画素を含む領域の画素値の中央値を、前景領域に隠蔽された背景領域の
画素値として用いて、背景モデルを更新することができる。したがって、背景モデルの更
新に対する前景の画素値の影響を抑えることができるので、動的な背景モデルを的確に構
築できる。
【００３４】
　また、この発明によれば、（７）の背景モデル構築装置において、上述の差分または差
異に基づいて対象画素が前景ではないと判断した場合には、対象画素の現在の画素値を用
いて背景モデルを更新することとした。このため、背景領域については、画素値をそのま
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ま用いて背景モデルを更新することができるので、動的な背景モデルを的確に構築できる
。
【００３５】
　（９）　本発明は、領域分割手段（例えば、図１の領域分割部１４に相当）および背景
モデル更新手段（例えば、図１の背景モデル更新部１６に相当）を備え、動的な背景モデ
ルを構築する背景モデル構築装置（例えば、図１の背景モデル構築装置１に相当）におけ
る背景モデル構築方法であって、前記領域分割手段が、画素値に基づいて、画像を複数の
領域に分割する第１のステップ（例えば、図３のステップＳ１３の処理に相当）と、前記
背景モデル更新手段が、前記領域分割手段により分割された各領域の画素情報に基づいて
、背景モデルを更新する第２のステップ（例えば、図４のステップＳ２４、Ｓ２５の処理
に相当）と、を備えることを特徴とする背景モデル構築方法を提案している。
【００３６】
　この発明によれば、画素値に基づいて画像を複数の領域に分割し、分割した各領域の画
素情報に基づいて背景モデルを更新することとした。このため、上述した効果と同様の効
果を奏することができる。
【００３７】
　（１０）　本発明は、領域分割手段（例えば、図１の領域分割部１４に相当）および背
景モデル更新手段（例えば、図１の背景モデル更新部１６に相当）を備え、動的な背景モ
デルを構築する背景モデル構築装置（例えば、図１の背景モデル構築装置１に相当）にお
ける背景モデル構築方法を、コンピュータに実行させるためのプログラムであって、前記
領域分割手段が、画素値に基づいて、画像を複数の領域に分割する第１のステップ（例え
ば、図３のステップＳ１３の処理に相当）と、前記背景モデル更新手段が、前記領域分割
手段により分割された各領域の画素情報に基づいて、背景モデルを更新する第２のステッ
プ（例えば、図４のステップＳ２４、Ｓ２５の処理に相当）と、をコンピュータに実行さ
せるためのプログラムを提案している。
【００３８】
　この発明によれば、コンピュータを用いてプログラムを実行することで、画素値に基づ
いて画像を複数の領域に分割し、分割した各領域の画素情報に基づいて背景モデルを更新
することとした。このため、上述した効果と同様の効果を奏することができる。
【発明の効果】
【００３９】
　本発明によれば、照明変動や前景の変形が発生し得る環境において撮影された画像に、
テクスチャの少ない領域が存在している場合であっても、前景領域を適切に抽出できる動
的な背景モデルを構築できる。
【図面の簡単な説明】
【００４０】
【図１】本発明の第１実施形態に係る背景モデル構築装置のブロック図である。
【図２】前記実施形態に係る背景モデル構築装置が行う背景モデル構築処理のフローチャ
ートである。
【図３】前記実施形態に係る背景モデル構築装置が行う初期背景モデル生成処理のフロー
チャートである。
【図４】前記実施形態に係る背景モデル構築装置が行う背景モデル更新処理のフローチャ
ートである。
【図５】本発明の第２実施形態に係る背景モデル構築装置のブロック図である。
【図６】前記実施形態に係る背景モデル構築装置が行うステレオ対応関係の探索について
説明するための図である。
【図７】前記実施形態に係る背景モデル構築装置が行う背景モデル構築処理のフローチャ
ートである。
【図８】前記実施形態に係る背景モデル構築装置が行う初期背景モデル生成処理のフロー
チャートである。
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【図９】前記実施形態に係る背景モデル構築装置が行う背景モデル更新処理のフローチャ
ートである。
【図１０】前記実施形態に係る背景モデル構築装置が行う背景モデル更新処理のフローチ
ャートである。
【発明を実施するための形態】
【００４１】
　以下、本発明の実施の形態について図面を参照しながら説明する。なお、以下の実施形
態における構成要素は適宜、既存の構成要素などとの置き換えが可能であり、また、他の
既存の構成要素との組み合せを含む様々なバリエーションが可能である。したがって、以
下の実施形態の記載をもって、特許請求の範囲に記載された発明の内容を限定するもので
はない。
【００４２】
＜第１実施形態＞
［背景モデル構築装置１の構成および動作］
　図１は、本発明の第１実施形態に係る背景モデル構築装置１のブロック図である。背景
モデル構築装置１は、制御部１１、初期背景モデル生成部１２、フレーム平滑化部１３、
領域分割部１４、前景候補領域抽出部１５、および背景モデル更新部１６を備える。
【００４３】
　制御部１１は、１台のカメラで撮影された映像や画像の入力を受け付けたり、種々の処
理（例えば、後述のステップＳ５の処理など）を行ったりする。制御部１１が入力を受け
付ける映像としては、前景を含まないシーン（空舞台）の映像がある。空舞台の映像は、
動的な背景モデルを構築する対象となる映像であって前景が映っていないもののことであ
り、例えば、動的な背景モデルの構築を開始する際に、制御部１１に入力される。また、
制御部１１が入力を受け付ける画像としては、現在のフレームの画像がある。現在のフレ
ームの画像は、前景を含み得るシーンの画像、言い換えると動的な背景モデルを構築する
対象となる映像を構成する各画像のことであり、例えば、背景モデルを更新する期間にお
いてフレームが更新されるたびに、制御部１１に入力される。
【００４４】
　初期背景モデル生成部１２は、画素値に基づく初期背景モデルの生成を行う。具体的に
は、制御部１１により入力が受け付けられた空舞台の映像を用いて、非特許文献３に示さ
れている技術により、以下のようにして画素ごとに初期背景モデルの構築を行う。
【００４５】
　ここで、上述の空舞台の映像を構成する複数のカメラ画像のうちの１つのカメラ画像Ｉ
（ｘ、ｙ）に着目し、時刻ｔにおける画素｛ｘ、ｙ｝の画素値をＸｔと表すこととする。
すると、時刻ｔまでに得られた画素値｛Ｘ１、Ｘ２、・・・Ｘｔ｝は、Ｋ個のガウス分布
を用いてモデル化することができ、現在の画素Ｘｔが持つ確率は、以下の数式（１）で表
すことができる。
【００４６】
【数１】

【００４７】
　数式（１）において、ｗｋ，ｔは、時刻ｔにおけるｋ番目のガウス分布が持つ重みを示
し、μｋ、ｔは、時刻ｔにおけるｋ番目のガウス分布の平均値を示し、Σｋ、ｔは、時刻
ｔにおけるｋ番目のガウス分布の分散共分散行列を示す。また、Ｋは、ガウス分布の数を
示し、利用可能なメモリ領域に応じて予め設定され、通常３～５程度が適当である。また
、ηは、以下の数式（２）で表されるガウス分布の密度関数である。
【００４８】
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【数２】

【００４９】
　すると、初期背景モデル生成部１２は、まず、時刻ｔ＋１において新たに観測された画
素値Ｘｔ＋１がマッチする分布をＫ個の分布の中から探す。具体的には、画素値Ｘｔ＋１

が分布の平均値から標準偏差２．５以内であれば、その分布にマッチしているものとする
。
【００５０】
　次に、マッチする分布を見つけた場合には、Ｋ個のガウス分布の重みと、マッチする分
布の平均値および分散値と、を更新する。一方、マッチする分布を見つけることができな
かった場合には、分散が大きく重みが小さい分布を削除して、新たに現在の画素値を平均
値とし、削除した分散値および重みを用いて分布を作成する。
【００５１】
　次に、以下の数式（３）を満たすＢ個の分布を、新たな背景モデルとする。数式（３）
において、Ｔは、予め定められた閾値を示す。この数式（３）は、ガウス分布の重みを照
合度の高い順に足し合わせていき、その重みの合計が閾値Ｔを初めて越えるときの分布ま
でを、背景モデルとして利用することを、意味している。
【００５２】

【数３】

【００５３】
　フレーム平滑化部１３は、制御部１１により入力が受け付けられた空舞台の映像から、
この映像の全ての画素値を平均した平滑化画像を生成する。
【００５４】
　領域分割部１４は、フレーム平滑化部１３により生成された平滑化画像に対して領域分
割処理を行う。この領域分割処理によれば、互いに隣接しており画素値が類似する画素同
士は、同一の分割領域に分類され、平滑化画像が複数の分割領域に分割されることになる
。なお、領域分割処理には、例えば、非特許文献４に示されているOpenCVにて画像ピラミ
ッドを利用する手法（PyrSegmentation()）や、Mean-Shift法による手法（PyrMeanShiftF
iltering()）のプログラムを用いることができる。
【００５５】
　前景候補領域抽出部１５は、制御部１１により入力が受け付けられた現在のフレームの
画像から、前景候補領域を抽出する。具体的には、非特許文献３に示されている技術によ
り、画素値Ｘｔがマッチする分布を探すことにより、制御部１１により入力が受け付けら
れた現在のフレームの画像から前景候補領域を抽出する。画素値Ｘｔがマッチするか否か
は、例えば、現在の画素値が分布の平均値から標準偏差２．５以内であれば、その分布に
マッチしているものとし、その分布が背景モデルである場合にはその画素を背景とし、そ
の分布が背景モデルではない場合にはその画素を前景候補とする。
【００５６】
　背景モデル更新部１６は、現在のフレームの画像に基づいて背景モデルを更新する。具
体的には、画素ごとに、真に前景であるか否かを判断する。そして、真に前景であると判
断した画素については、その画素の現在の画素値を破棄し、その画素を含む分割領域の中
央値を用いて、背景モデルを更新する。一方、背景であると判断された画素については、
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その画素の現在の画素値を用いて、背景モデルを更新する。
【００５７】
　以上の構成を備える背景モデル構築装置１は、図２を用いて後述する背景モデル構築処
理を行って、画素ごとに、初期の背景モデルである初期背景モデルの生成と、背景モデル
の更新と、を行う。
【００５８】
　図２は、背景モデル構築装置１が行う背景モデル構築処理のフローチャートである。
【００５９】
　ステップＳ１において、背景モデル構築装置１は、制御部１１により、空舞台の映像の
入力を受け付ける。そして、空舞台の映像が入力されると、ステップＳ２に処理を移す。
【００６０】
　ステップＳ２において、背景モデル構築装置１は、初期背景モデル生成処理を行って初
期背景モデルを生成し、ステップＳ３に処理を移す。背景モデル構築装置１が行う初期背
景モデル生成処理の詳細については、図３を用いて後述する。
【００６１】
　ステップＳ３において、背景モデル構築装置１は、制御部１１により、現在のフレーム
の画像の入力を受け付ける。そして、現在のフレームの画像が入力されると、ステップＳ
４に処理を移す。
【００６２】
　ステップＳ４において、背景モデル構築装置１は、背景モデル更新処理を行って、現在
のフレームの画像に基づいて背景モデルの更新を行い、ステップＳ５に処理を移す。背景
モデル構築装置１が行う背景モデル更新処理の詳細については、図４を用いて後述する。
【００６３】
　ステップＳ５において、背景モデル構築装置１は、制御部１１により、最終フレームま
で背景モデルの更新を行ったか否かを判別する。そして、行ったと判別した場合には、図
２に示した背景モデル構築処理を終了し、行っていないと判別した場合には、ステップＳ
６に処理を移す。
【００６４】
　ステップＳ６において、背景モデル構築装置１は、制御部１１により、ステップＳ３～
Ｓ５の各処理を行うフレームである処理対象フレームを更新し、ステップＳ３に処理を戻
す。
【００６５】
　図３は、背景モデル構築装置１が行う初期背景モデル生成処理のフローチャートである
。
【００６６】
　ステップＳ１１において、背景モデル構築装置１は、初期背景モデル生成部１２により
、ステップＳ１において入力を受け付けた空舞台の映像を用いて、画素値に基づく初期背
景モデルの生成を行って、ステップＳ１２に処理を移す。
【００６７】
　ステップＳ１２において、背景モデル構築装置１は、フレーム平滑化部１３により、ス
テップＳ１において入力を受け付けた空舞台の映像から、この映像の全ての画素値を平均
した平滑化画像を生成し、ステップＳ１３に処理を移す。
【００６８】
　ステップＳ１３において、背景モデル構築装置１は、領域分割部１４により、ステップ
Ｓ１２において生成した平滑化画像に対して領域分割処理を行って、図３に示した初期背
景モデル生成処理を終了する。
【００６９】
　図４は、背景モデル構築装置１が行う背景モデル更新処理のフローチャートである。
【００７０】
　ステップＳ２１において、背景モデル構築装置１は、前景候補領域抽出部１５により、
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ステップＳ３において入力を受け付けた現在のフレームの画像から前景候補領域を抽出し
、ステップＳ２２に処理を移す。
【００７１】
　ステップＳ２２において、背景モデル構築装置１は、背景モデル更新部１６により、ス
テップＳ２１において前景候補領域を抽出した結果に基づいて、画素ごとに、前景候補で
あるか否かを判別する。そして、前景候補であると判別した場合には、ステップＳ２３に
処理を移し、前景候補ではないと判別した場合には、ステップＳ２５に処理を移す。
【００７２】
　ステップＳ２３において、背景モデル構築装置１は、背景モデル更新部１６により、現
在のフレームの画像をステップＳ１３における複数の分割領域に分割して得られる各領域
の画素情報に基づいて、ステップＳ２２において前景候補であると判別した画素ごとに、
真に前景であるか否かを判断する。具体的には、まず、現在のフレームの画像を、ステッ
プＳ１３において分割した複数の分割領域に分割する。次に、ステップＳ２２において前
景候補であると判別した画素ごとに、現在のフレーム画像の各分割領域のうちその画素（
以降、対象画素と呼ぶ）が含まれる分割領域の画素値の中央値と、対象画素の画素値と、
の差分を求める。次に、求めた差分が予め定められた閾値より大きい場合には、対象画素
が真に前景であると判断し、ステップＳ２４に処理を移す。一方、求めた差分が予め定め
られた閾値以下である場合には、対象画素が背景であると判断し、ステップＳ２５に処理
を移す。
【００７３】
　ステップＳ２４において、背景モデル構築装置１は、背景モデル更新部１６により、対
象画素の現在の画素値を破棄し、対象画素を含む分割領域の画素値の中央値を用いて、背
景モデルを更新し、図４に示した背景モデル更新処理を終了する。
【００７４】
　ステップＳ２５において、背景モデル構築装置１は、背景モデル更新部１６により、対
象画素の現在の画素値を用いて、背景モデルを更新し、図４に示した背景モデル更新処理
を終了する。
【００７５】
　以上の背景モデル構築装置１によれば、以下の効果を奏することができる。
【００７６】
　背景モデル構築装置１は、空舞台の画像について、画素値に基づいて複数の領域に分割
して、互いに隣接しており画素値が類似する画素同士が同一の領域に含まれるように分割
する。このため、空舞台の画像において同一の領域に含まれていた画素同士の画素値は、
照明変動が発生し得る状況における現在のフレームの画像においても、前景領域でなけれ
ば類似しているものと想定できる。このため、現在のフレームの画像における対象画素を
含む領域の画素値の中央値を、前景領域に隠蔽された背景領域の画素値とみなすことが可
能である。
【００７７】
　そこで、背景モデル構築装置１は、対象画素を含む分割領域の画素値の中央値と、対象
画素の画素値と、の差分に基づいて、対象画素が前景であるか否かを判断する。このため
、前景領域を的確に求めることができ、動的な背景モデルを的確に構築できる。
【００７８】
　また、背景モデル構築装置１は、前景であると判断した画素については、この画素を含
む分割領域の画素値の中央値を用いて背景モデルを更新する。このため、現在のフレーム
の画像における対象画素を含む領域の画素値の中央値を、前景領域に隠蔽された背景領域
の画素値として用いて、背景モデルを更新することができる。したがって、背景モデルの
更新に対する前景の画素値の影響を抑えることができるので、前景領域が背景領域に溶け
込んでいってしまうのを抑制可能である動的な背景モデルを構築できる。
【００７９】
　また、背景モデル構築装置１は、背景であると判断した画素については、この画素の現
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在の画素値を用いて背景モデルを更新する。このため、背景領域については、画素値をそ
のまま用いて背景モデルを更新することができるので、動的な背景モデルを的確に構築で
きる。
【００８０】
＜第２実施形態＞
［背景モデル構築装置１Ａの構成および動作］
　図１は、本発明の第２実施形態に係る背景モデル構築装置１Ａのブロック図である。背
景モデル構築装置１Ａは、図１に示した本発明の第１実施形態に係る背景モデル構築装置
１とは、制御部１１の代わりに制御部１１Ａを備える点と、初期背景モデル生成部１２の
代わりに初期背景モデル生成部１２Ａを備える点と、フレーム平滑化部１３の代わりにフ
レーム平滑化部１３Ａを備える点と、背景モデル更新部１６の代わりに背景モデル更新部
１６Ａを備える点と、ステレオ対応点探索部２１、奥行情報算出部２２、および奥行信頼
値マップ生成部２３を備える点と、が異なる。なお、背景モデル構築装置１Ａにおいて、
背景モデル構築装置１と同一構成要件については、同一符号を付し、その説明を省略する
。
【００８１】
　制御部１１Ａは、２台のカメラのそれぞれで撮影された映像や画像の入力を受け付けた
り、種々の処理（例えば、後述のステップＳ５５の処理など）を行ったりする。制御部１
１Ａが入力を受け付ける映像としては、２台のカメラのうち左側に配置されたもので撮影
された空舞台の映像（以降、空舞台のＬ映像と呼ぶ）と、２台のカメラのうち右側に配置
されたもので撮影された空舞台の映像（以降、空舞台のＲ映像と呼ぶ）と、がある。空舞
台のＬ映像およびＲ映像は、例えば、動的な背景モデルの構築を開始する際に、制御部１
１Ａに入力される。また、制御部１１Ａが入力を受け付ける画像としては、２台のカメラ
のうち左側に配置されたもので撮影された現在のフレームの画像（以降、現在のフレーム
のＬ画像と呼ぶ）と、２台のカメラのうち右側に配置されたもので撮影された現在のフレ
ームの画像（以降、現在のフレームのＲ画像と呼ぶ）と、がある。現在のフレームのＬ画
像およびＲ画像は、前景を含み得るシーンの画像であり、例えば、背景モデルを更新する
期間においてフレームが更新されるたびに、制御部１１Ａに入力される。
【００８２】
　初期背景モデル生成部１２Ａは、初期背景モデル生成部１２と同様に、画素値に基づく
初期背景モデルの生成を行う。ただし、初期背景モデル生成部１２が、１台のカメラで撮
影された空舞台の映像を用いて初期背景モデルを生成するのに対して、初期背景モデル生
成部１２Ａは、２台のカメラで撮影された空舞台の映像（空舞台のＬ映像およびＲ映像）
を用いて初期背景モデルを生成する。
【００８３】
　フレーム平滑化部１３Ａは、フレーム平滑化部１３と同様に、平滑化画像を生成する。
ただし、フレーム平滑化部１３が、１台のカメラで撮影された空舞台の映像から平滑化画
像を生成するのに対して、フレーム平滑化部１３Ａは、２台のカメラで撮影された空舞台
の映像（空舞台のＬ映像およびＲ映像）のそれぞれから平滑化画像を生成する。このため
、フレーム平滑化部１３Ａでは、２種類の平滑化画像が生成されることになる。
【００８４】
　ステレオ対応点探索部２１は、ステレオ対応関係の探索を行う。ステレオ対応関係の探
索には、空舞台のＬ映像の平滑化画像の各画素と、空舞台のＲ映像の平滑化画像の各画素
と、に対して行う場合（図６参照）と、現在のフレームのＬ画像の各画素と、現在のフレ
ームのＲ画像の各画素と、に対して行う場合と、がある。ステレオ対応関係の探索では、
ステレオ対応点探索部２１は、非特許文献５に示されている広域領域での整合性を考慮し
たブロックマッチング手法を用いる。
【００８５】
　なお、ステレオ対応関係の探索では、ステレオ対応点探索部２１は、輝度ベースの対応
点探索を行う。この際には、非特許文献４に示されているOpenCVのStereoSGBM()を用いる
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ことができる。
【００８６】
　また、ステレオ対応関係の探索を行うために、ステレオ対応点探索部２１は、予め、チ
ェスボードといった既知の平面物体を利用して、非特許文献６に示されている技術に基づ
いて、２台のカメラのそれぞれの内部パラメータおよび外部パラメータを取得し、左側の
カメラに対応する左側の平行ステレオ画像と、右側のカメラに対応する右側の平行ステレ
オ画像と、を作成する。具体的には、非特許文献４に示されているオープンソースライブ
ラリOpenCVのstereoRectify()およびremap()を用いることで実現できる。
【００８７】
　奥行情報算出部２２は、ステレオ対応点探索部２１により作成された左側の平行ステレ
オ画像および右側の平行ステレオ画像を用いて、これら左右の平行ステレオ画像の各画素
により指し示される各点の奥行情報を求める。
【００８８】
　ここで、左側の平行ステレオ画像をＩｌ（ｘ、ｙ）と表し、右側の平行ステレオ画像を
Ｉｒ（ｘ、ｙ）と表すこととする。すると、左側の平行ステレオ画像Ｉｌ中の任意の点Ｉ

ｌ（ｘｌ、ｙｌ）に対応する点は、右側の平行ステレオ画像Ｉｒ中ではＩｒ（ｘｒ、ｙｒ

）上に存在することになる。なお、ｙｌ＝ｙｒである。そこで、左側の平行ステレオ画像
の点Ｉｌ（ｘｌ、ｙ）に対応する右側の平行ステレオ画像の点が、点Ｉｒ（ｘｒ、ｙ）で
あるものとすると、これら平行ステレオ画像から、以下の数式（４）に示す奥行情報Ｚを
求めることができる。
【００８９】

【数４】

【００９０】
　数式（４）において、ｃは、基線長を示し、ｆは、焦点距離を示し、ｄは、ｘｌ－ｘｒ

で求まる視差を示す。
【００９１】
　奥行信頼値マップ生成部２３は、ステレオ対応点探索部２１によるステレオ対応点探索
におけるコスト関数（例えば、非特許文献６に示されている技術により定義される）を用
いてブロックマッチングの信頼度を画素ごとに推定して、奥行情報算出部２２により求め
られた奥行情報の信頼度を画素ごとに推定する。ブロックマッチングの信頼度は、上述の
コスト関数の最小値と、上述のコスト関数の２番目に小さい値と、の差分により推定する
ことができる。
【００９２】
　背景モデル更新部１６Ａは、現在のフレームの画像に基づいて背景モデルを更新する。
具体的には、画素ごとに、真に前景であるか否かを判断する。そして、奥行信頼値マップ
生成部２３により推定された奥行情報の信頼度が高く、前景であると判断した画素につい
ては、直前のフレームで背景モデルの更新に用いた値を用いて背景モデルを更新する。一
方、奥行信頼値マップ生成部２３により推定された奥行情報の信頼度が低く、前景である
と判断した画素については、その画素の現在の画素値を破棄し、その画素を含む分割領域
の中央値を用いて、背景モデルを更新する。また、他の場合については、その画素の現在
の画素値を用いて、背景モデルを更新する。
【００９３】
　以上の構成を備える背景モデル構築装置１Ａは、図７を用いて後述する背景モデル構築
処理を行って、画素ごとに、初期の背景モデルである初期背景モデルの生成と、背景モデ
ルの更新と、を行う。
【００９４】
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　図７は、背景モデル構築装置１Ａが行う背景モデル構築処理のフローチャートである。
【００９５】
　ステップＳ５１において、背景モデル構築装置１Ａは、制御部１１Ａにより、空舞台の
Ｌ映像およびＲ映像の入力を受け付ける。そして、空舞台のＬ映像およびＲ映像が入力さ
れると、ステップＳ５２に処理を移す。
【００９６】
　ステップＳ５２において、背景モデル構築装置１Ａは、初期背景モデル生成処理を行っ
て初期背景モデルを生成し、ステップＳ５３に処理を移す。背景モデル構築装置１Ａが行
う初期背景モデル生成処理の詳細については、図８を用いて後述する。
【００９７】
　ステップＳ５３において、背景モデル構築装置１Ａは、制御部１１Ａにより、現在のフ
レームのＬ画像およびＲ画像の入力を受け付ける。そして、現在のフレームのＬ画像およ
びＲ画像が入力されると、ステップＳ５４に処理を移す。
【００９８】
　ステップＳ５４において、背景モデル構築装置１Ａは、背景モデル更新処理を行って、
現在のフレームの画像に基づいて背景モデルの更新を行い、ステップＳ５５に処理を移す
。背景モデル構築装置１Ａが行う背景モデル更新処理の詳細については、図９、１０を用
いて後述する。
【００９９】
　　ステップＳ５５において、背景モデル構築装置１Ａは、制御部１１Ａにより、最終フ
レームまで背景モデルの更新を行ったか否かを判別する。そして、行ったと判別した場合
には、図７に示した背景モデル構築処理を終了し、行っていないと判別した場合には、ス
テップＳ５６に処理を移す。
【０１００】
　ステップＳ５６において、背景モデル構築装置１Ａは、制御部１１Ａにより、ステップ
Ｓ５３～Ｓ５５の各処理を行うフレームである処理対象フレームを更新し、ステップＳ５
３に処理を戻す。
【０１０１】
　図８は、背景モデル構築装置１Ａが行う初期背景モデル生成処理のフローチャートであ
る。
【０１０２】
　ステップＳ６１において、背景モデル構築装置１Ａは、初期背景モデル生成部１２Ａに
より、ステップＳ５１において入力を受け付けた空舞台のＬ映像およびＲ映像を用いて、
画素値に基づく初期背景モデルの生成を行って、ステップＳ６２に処理を移す。
【０１０３】
　ステップＳ６２において、背景モデル構築装置１Ａは、フレーム平滑化部１３Ａにより
、ステップＳ５１において入力を受け付けた空舞台のＬ映像およびＲ映像から、空舞台の
Ｌ映像の全ての画素値を平均した平滑化画像と、空舞台のＲ映像の全ての画素値を平均し
た平滑化画像と、を生成し、ステップＳ６３に処理を移す。
【０１０４】
　ステップＳ６３において、背景モデル構築装置１Ａは、ステレオ対応点探索部２１によ
り、空舞台のＬ映像およびＲ映像に対してステレオ対応関係の探索を行って、ステップＳ
６４に処理を移す。
【０１０５】
　ステップＳ６４において、背景モデル構築装置１Ａは、奥行情報算出部２２により、初
期奥行情報を求め、ステップＳ６５に処理を移す。具体的には、ステップＳ６３において
生成した左側の平行ステレオ画像および右側の平行ステレオ画像を用いて、これら左右の
平行ステレオ画像の各画素により指し示される各点の奥行値を求め、初期奥行情報とする
。
【０１０６】
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　ステップＳ６５において、背景モデル構築装置１Ａは、奥行信頼値マップ生成部２３に
より、ステップＳ６４において求めた初期奥行情報の信頼度を画素ごとに求め、ステップ
Ｓ６６に処理を移す。
【０１０７】
　ステップＳ６６において、背景モデル構築装置１Ａは、領域分割部１４により、ステッ
プＳ６２において生成した平滑化画像に対して領域分割処理を行って、図８に示した初期
背景モデル生成処理を終了する。
【０１０８】
　図９、１０は、背景モデル構築装置１Ａが行う背景モデル更新処理のフローチャートで
ある。
【０１０９】
　ステップＳ７１において、背景モデル構築装置１Ａは、ステレオ対応点探索部２１によ
り、ステップＳ５３において入力を受け付けた現在のフレームのＬ画像およびＲ画像に対
してステレオ対応関係の探索を行って、ステップＳ７２に処理を移す。
【０１１０】
　ステップＳ７２において、背景モデル構築装置１Ａは、奥行情報算出部２２により、ス
テップＳ５３において入力を受け付けた現在のフレームのＬ画像およびＲ画像から奥行情
報を求め、ステップＳ７３に処理を移す。
【０１１１】
　ステップＳ７３において、背景モデル構築装置１Ａは、前景候補領域抽出部１５により
、ステップＳ５３において入力を受け付けた現在のフレームのＬ画像およびＲ画像から前
景候補領域を抽出し、ステップＳ７４に処理を移す。
【０１１２】
　ステップＳ７４において、背景モデル構築装置１Ａは、背景モデル更新部１６Ａにより
、ステップＳ７３において前景候補領域を抽出した結果に基づいて、画素ごとに、前景候
補であるか否かを判別する。そして、前景候補であると判別した場合には、ステップＳ７
６に処理を移し、前景候補ではないと判別した場合には、ステップＳ７５に処理を移す。
【０１１３】
　ステップＳ７５において、背景モデル構築装置１Ａは、背景モデル更新部１６Ａにより
、対象画素の現在の画素値を用いて、背景モデルを更新し、図９、１０に示した背景モデ
ル更新処理を終了する。
【０１１４】
　ステップＳ７６において、背景モデル構築装置１Ａは、背景モデル更新部１６Ａにより
、ステップＳ７４において前景候補であると判別した画素ごとに、ステップＳ６５におい
て求めた初期奥行信頼値が予め定められた閾値より大きいか否かを判別する。そして、大
きい場合には、ステップＳ７９に処理を移し、大きくない場合には、ステップＳ７７に処
理を移す。
【０１１５】
　ステップＳ７７において、背景モデル構築装置１Ａは、背景モデル更新部１６Ａにより
、ステップＳ７４において前景候補であると判別した画素ごとに、対象画素を含む分割領
域の画素値の中央値と、対象画素の画素値と、の差分を求める。そして、求めた差分が予
め定められた閾値より大きい場合には、対象画素が真に前景であると判断し、ステップＳ
７８に処理を移す。一方、求めた差分が予め定められた閾値以下である場合には、対象画
素が背景であると判断し、ステップＳ７５に処理を移す。
【０１１６】
　ステップＳ７８において、背景モデル構築装置１Ａは、背景モデル更新部１６Ａにより
、対象画素の現在の画素値を破棄し、対象画素を含む分割領域の画素値の中央値を用いて
、背景モデルを更新し、図９、１０に示した背景モデル更新処理を終了する。
【０１１７】
　ステップＳ７９において、背景モデル構築装置１Ａは、背景モデル更新部１６Ａにより
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、ステップＳ７４において前景候補であると判別した画素ごとに、ステップＳ６４におい
て求めた初期奥行情報から現在の奥行値を減算した値が予め定められた閾値より大きいか
否かを判別する。そして、大きい場合には、対象画素が真に前景であると判断し、ステッ
プＳ８０に処理を移す。一方、大きくない場合には、対象画素が背景であると判断し、ス
テップＳ７５に処理を移す。
【０１１８】
　ステップＳ８０において、背景モデル構築装置１Ａは、背景モデル更新部１６Ａにより
、対象画素の現在の画素値を破棄し、直前のフレームで背景モデルを更新するのに用いた
値を用いて、背景モデルを更新し、図９、１０に示した背景モデル更新処理を終了する。
なお、現在のフレームが最初のフレームである場合には、空舞台の撮影時の平均画素値を
用いて、背景モデルを更新する。
【０１１９】
　以上の背景モデル構築装置１Ａによれば、以下の効果を奏することができる。
【０１２０】
　背景モデル構築装置１Ａは、テクスチャが複雑な領域については、左右の平行ステレオ
画像の視差情報を用いて奥行情報を求め、この奥行情報に基づいて背景モデルを更新する
。このため、照明変動や前景の変形などが発生した場合であっても、動的な背景モデルを
的確に構築できる。
【０１２１】
　また、背景モデル構築装置１Ａは、テクスチャが少ない領域については、画像を分割し
た各分割領域の画素情報に基づいて背景モデルを更新する。このため、テクスチャが少な
い領域が存在している場合であっても、動的な背景モデルを的確に構築できる。
【０１２２】
　また、背景モデル構築装置１Ａは、奥行情報の信頼度を求め、この奥行情報の信頼度に
基づいて、テクスチャが複雑な領域であるのか、テクスチャが少ない領域であるのかを判
断する。このため、テクスチャに応じて適した方法で、背景モデルを更新することができ
る。
【０１２３】
　また、背景モデル構築装置１Ａは、対象画素の初期奥行情報と現在の奥行情報との差異
に基づいて、対象画素が前景であるか否かを判断する。このため、前景領域を的確に求め
ることができ、動的な背景モデルをより的確に構築できる。
【０１２４】
　また、背景モデル構築装置１Ａは、奥行情報の信頼度が高く、かつ、上述の差異に基づ
いて対象画素が前景であると判断した画素については、直前のフレームで背景モデルの更
新に用いた値を用いて背景モデルを更新する。このため、テクスチャが複雑な前景領域に
ついては、動的な背景モデルの更新に対する影響を大幅に抑えることができ、動的な背景
モデルをより的確に構築できる。
【０１２５】
　また、背景モデル構築装置１Ａは、背景モデル構築装置１と同様に、空舞台の画像につ
いて、画素値に基づいて複数の領域に分割して、互いに隣接しており画素値が類似する画
素同士が同一の領域に含まれるように分割する。このため、空舞台の画像において同一の
領域に含まれていた画素同士の画素値は、照明変動が発生し得る状況における現在のフレ
ームの画像においても、前景領域でなければ類似しているものと想定できる。このため、
現在のフレームの画像における対象画素を含む領域の画素値の中央値を、前景領域に隠蔽
された背景領域の画素値とみなすことが可能である。
【０１２６】
　そこで、背景モデル構築装置１Ａは、奥行情報の信頼度が高く、かつ、上述の差分に基
づいて対象画素が前景であると判断した画素については、対象画素を含む領域の画素値の
中央値を用いて背景モデルを更新する。このため、現在のフレームの画像における対象画
素を含む領域の画素値の中央値を、前景領域に隠蔽された背景領域の画素値として用いて
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素値の影響を抑えることができるので、動的な背景モデルを的確に構築できる。
【０１２７】
　なお、本発明の背景モデル構築装置１や背景モデル構築装置１Ａの処理を、コンピュー
タ読み取り可能な非一時的な記録媒体に記録し、この記録媒体に記録されたプログラムを
背景モデル構築装置１や背景モデル構築装置１Ａに読み込ませ、実行することによって、
本発明を実現できる。
【０１２８】
　ここで、上述の記録媒体には、例えば、ＥＰＲＯＭやフラッシュメモリといった不揮発
性のメモリ、ハードディスクといった磁気ディスク、ＣＤ－ＲＯＭなどを適用できる。ま
た、この記録媒体に記録されたプログラムの読み込みおよび実行は、背景モデル構築装置
１や背景モデル構築装置１Ａに設けられたプロセッサによって行われる。
【０１２９】
　また、上述のプログラムは、このプログラムを記憶装置などに格納した背景モデル構築
装置１や背景モデル構築装置１Ａから、伝送媒体を介して、あるいは、伝送媒体中の伝送
波により他のコンピュータシステムに伝送されてもよい。ここで、プログラムを伝送する
「伝送媒体」は、インターネットなどのネットワーク（通信網）や電話回線などの通信回
線（通信線）のように情報を伝送する機能を有する媒体のことをいう。
【０１３０】
　また、上述のプログラムは、上述の機能の一部を実現するためのものであってもよい。
さらに、上述の機能を背景モデル構築装置１や背景モデル構築装置１Ａにすでに記録され
ているプログラムとの組み合せで実現できるもの、いわゆる差分ファイル（差分プログラ
ム）であってもよい。
【０１３１】
　以上、この発明の実施形態につき、図面を参照して詳述してきたが、具体的な構成はこ
の実施形態に限られるものではなく、この発明の要旨を逸脱しない範囲の設計なども含ま
れる。
【０１３２】
　例えば、上述の第２実施形態において、図８のステップＳ６６の処理は、ステップＳ６
５の処理の後に行うものとしたが、これに限らず、ステップＳ６２の処理が完了した後で
あればいつ行ってもよい。
【符号の説明】
【０１３３】
　１、１Ａ・・・背景モデル構築装置
　１１、１１Ａ・・・制御部
　１２、１２Ａ・・・初期背景モデル生成部
　１３、１３Ａ・・・フレーム平滑化部
　１４・・・領域分割部
　１５・・・前景候補領域抽出部
　１６、１６Ａ・・・背景モデル更新部
　２１・・・ステレオ対応点探索部
　２２・・・奥行情報算出部
　２３・・・奥行信頼値マップ生成部
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