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(57)【要約】
【課題】偏光情報を用いて得られる形状の違いから、物
体の種類を判定する。
【解決手段】偏光情報取得部２０が、撮影部１０が空間
内の物体を撮影した画像から、画素毎の偏光度及び偏光
方向を取得する。仮法線方向算出手段４４が、画素毎の
偏光度及び偏光方向に基づいて、当該画素が表す物体の
表面の仮の法線方向を算出する。検出対象判定手段４８
が、仮の法線方向の分布に基づいて、物体の種類を判定
する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　空間内の物体を撮影した画像から、画素毎の偏光度及び偏光方向を取得する偏光情報取
得部と、
　前記画素毎の前記偏光度及び前記偏光方向に基づいて、当該画素が表す前記物体の表面
の仮の法線方向を算出する仮法線方向算出部と、
　前記仮の法線方向の分布に基づいて前記物体の種類を判定する物体判定部と、
　を含む物体検出装置。
【請求項２】
　前記仮の法線方向の分布に基づいて、前記物体が撮影側に凸形状又は凹形状であるか否
かを判定する形状判定部を更に含み、
　前記物体判定部は、前記凸形状又は凹形状と判定された物体が、検出対象であると判定
する請求項１記載の物体検出装置。
【請求項３】
　前記形状判定部は、前記仮の法線方向の分布として、前記仮の法線方向の分散、又は隣
接する画素間の前記仮の法線方向の変化を用いて、前記物体が撮影側に凸形状若しくは凹
形状であるか、前記物体が平面形状であるか、又は前記物体が凹凸形状であるかを判定す
る請求項２記載の物体検出装置。
【請求項４】
　前記仮法線方向算出部は、前記画素毎の前記偏光度及び前記偏光方向に基づいて、撮像
装置に入射された光を、当該画素が表す前記物体の表面で反射した拡散反射光と仮定して
、前記仮の法線方向を算出する請求項１～請求項３の何れか１項記載の物体検出装置。
【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、背景差分で変化領域を抽出している
。このとき、侵入者（人物）だけでなく、影や植栽の揺れなど（外乱）も変化領域として
抽出される。このため、従来、変化領域内のテクスチャや色などを用いて、人物とこれら
の外乱を区別していた。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開平４－２９４４６８号公報
【特許文献２】特開昭６２－１３６９９１号公報
【特許文献３】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】
【０００４】
　しかし、侵入者のテクスチャや色が外乱と似ている場合は、侵入者を外乱と区別するこ
とが難しかった。例えば、黒服の人物と影を区別したり、迷彩服の人物と植栽の揺れを区
別したりすることが難しかった。
【０００５】
　本発明は、上記課題を鑑みてなされたものであり、偏光情報を用いて得られる形状の違
いから、物体の種類を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】
【０００６】
　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、空間内の物体を撮影した画
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像から、画素毎の偏光度及び偏光方向を取得する偏光情報取得部と、前記画素毎の前記偏
光度及び前記偏光方向に基づいて、当該画素が表す前記物体の表面の仮の法線方向を算出
する仮法線方向算出部と、前記仮の法線方向の分布に基づいて前記物体の種類を判定する
物体判定部と、を含んで構成されている。
【０００７】
　本発明に係る物体検出装置は、前記仮の法線方向の分布に基づいて、前記物体が撮影側
に凸形状又は凹形状であるか否かを判定する形状判定部を更に含み、前記物体判定部は、
前記凸形状又は凹形状と判定された物体が、検出対象であると判定する。
　本発明に係る形状判定部は、前記仮の法線方向の分布として、前記仮の法線方向の分散
、又は隣接する画素間の前記仮の法線方向の変化を用いて、前記物体が撮影側に凸形状若
しくは凹形状であるか、前記物体が平面形状であるか、又は前記物体が凹凸形状であるか
を判定する。
【０００８】
　本発明に係る仮法線方向算出部は、前記画素毎の前記偏光度及び前記偏光方向に基づい
て、撮像装置に入射された光を、当該画素が表す前記物体の表面で反射した拡散反射光と
仮定して、前記仮の法線方向を算出する。
【発明の効果】
【０００９】
　以上説明したように、本発明の物体検出装置によれば、偏光情報を用いて得られる形状
の違いから、物体の種類を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】
【００１０】
【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】反射面の法線方向と鏡面反射光の偏光方向及び拡散反射光の偏光方向との関係を
説明するための図である。
【図４】（ａ）法線方向の天頂角と拡散反射光の偏光度の関係を示した図、及び（ｂ）法
線方向の天頂角と鏡面反射光の偏光度の関係を示した図である。
【図５】（ａ）対象領域が人間を表している場合の画像の例を示す図、（ｂ）対象領域が
影を表している場合の画像の例を示す図、及び（ｂ）対象領域が植栽の一部を表している
場合の画像の例を示す図である
【図６】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】
【００１１】
　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。
【００１２】
＜本発明の実施の形態の原理＞
　本発明は、物体面から入射した反射光の偏光情報（偏光度や偏光方向）が、物体面の方
向（物体の形状）に応じて変化することを利用したものである。
【００１３】
　具体的には、本発明の実施の形態では、監視空間を撮影した画像の画素毎に偏光情報（
偏光度と偏光方向）を取得し、画素毎に、当該画素の偏光度及び偏光方向を用いて、物体
面の法線方向と関連がある方向（仮法線方向）を求める。そして、対象領域内（例えば、
背景差分処理で検出した変化領域内）における、仮法線方向の分散や仮法線方向の空間的
変動に基づいて、侵入物体と外乱を区別する。これにより、侵入物体のテクスチャや色が
外乱と似ている場合であっても、外乱と区別して検出することができる。
【００１４】
　例えば、変化領域内における仮法線方向の分散が大きく、隣接画素間で仮法線方向が大
きく変化する画素が少ない場合には、撮影側に凸な形状であると判断する。これにより、
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人物や車両のような検出対象を検出することができる。
【００１５】
　また、変化領域内における仮法線方向の分散が小さい場合には、平面であると判断する
。これにより、対象領域は影であると判断することができる。
【００１６】
　また、変化領域内における仮法線方向の分散が大きく、隣接画素間で仮法線方向が大き
く変化する画素が多い場合には、凹凸形状であると判断する。これにより、対象領域が例
えば植栽であると判断することができる。
【００１７】
＜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。
【００１８】
（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。
【００１９】
　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。
【００２０】
　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５２から構成される。
【００２１】
（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。
【００２２】
　撮影部１０は、光学系、ＣＣＤ素子またはＣＭＯＳ素子から構成される。
【００２３】
　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。
【００２４】
　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、空間を撮影する。
【００２５】
　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。
【００２６】
　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。
【００２７】
　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。
【００２８】
　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
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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。
【００２９】
（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。
【００３０】
　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。
【００３１】
　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。
【００３２】
　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。
　また、対象領域検出手段４２によって検出された対象領域を用いて、対象領域内の各画
素についてのみ偏光情報を取得してもよい。
【００３３】
（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。
【００３４】
　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。
【００３５】
【数１】

【００３６】
　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。
【００３７】
　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
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求められる。
【００３８】
【数２】

【００３９】
（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。
【００４０】
　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。
【００４１】
　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。
【００４２】
　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５０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。
【００４３】
（情報処理部４０）
　情報処理部４０は、取得した入力画像と、当該入力画像の画素毎の偏光情報を用いて、
監視空間内に存在する物体の形状を判定し、その判定結果を用いて検出対象の存在を検出
する。
【００４４】
　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、仮法線方向算出手段
４４、形状判定手段４６、検出対象判定手段４８、及び背景画像更新手段５０から構成さ
れる。なお、検出対象判定手段４８は、物体判定部の一例である。
【００４５】
（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。
【００４６】
　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
変化画素の集合を対象領域とする。
【００４７】
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　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。
【００４８】
　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。また、
複数枚の画像の差分をとるのではなく、１枚の画像に対して、学習識別器（検出対象の画
像を学習させたもの）やパターンマッチを用いて、検出対象らしい領域を検出し、それを
対象領域としてもよい。
【００４９】
　なお、これら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３０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５０は不要となる
。
【００５０】
　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。
【００５１】
（仮法線方向算出手段４４）
　仮法線方向算出手段４４は、入力画像の画素毎に、偏光情報を用いて、仮法線方向を算
出する。本実施の形態では、対象領域内の画素毎に、偏光方向と偏光度を用いて、仮法線
方向を算出する。以下、仮法線方向について詳細に説明する。
【００５２】
　仮法線方向は、法線方向と関連のある情報ではあるが、厳密な法線方向ではない。この
理由について、図３、図４を参照して説明する。
【００５３】
　図３は、法線方向の天頂角及び方位角の定義と方位角と偏光方向の関係を示した図であ
る。まず、視線方向に対して、反射面の法線方向の天頂角（視線方向と法線方向がなす角
）と反射面を構成する物質の屈折率から、拡散反射光の偏光度が求まる。ここで、視線方
向は、画素に映っている物体と撮影部１０（レンズ）を結んだ線の方向である。
【００５４】
　図４（ａ）は、法線方向の天頂角と拡散反射光の偏光度の関係を示した図である。なお
、図４（ａ）は、反射面の屈折率を１．５と仮定した場合の例である。
【００５５】
　また、法線方向の方位角（視線方向に垂直な平面に法線方向を射影した場合の法線方向
を表す角）によって、拡散反射光の偏光方向が求まる。しかし、拡散反射光の偏光方向は
、１８０degの差がある偏光方向とも同一となるため、偏光方向から法線方向の方位角を
求めようとすると、１８０degの曖昧さが生じてしまう（図３参照）。
【００５６】
　鏡面反射光の場合も拡散反射光と同様に、偏光度は反射面の法線方向の天頂角によって
決定され、偏光方向は法線方向の方位角によって決定される。
【００５７】
　図４（ｂ）は、法線方向の天頂角と鏡面反射光の偏光度の関係を示した図である。なお
、図４（ｂ）は、反射面の屈折率を１．５と仮定した場合の例である。
【００５８】
　図４（ｂ）に示すように、拡散反射光とは異なり、同じ偏光度となる天頂角が複数存在
するため、偏光度と屈折率が既知であっても法線方向の方位角を一意に定めることは出来
ない。
【００５９】
　以上のように、厳密には求めることができない法線方向の代わりとして、算出するもの
が、仮法線方向である。
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　以下、本実施の形態における仮法線方向の算出方法について詳細に説明する。本実施の
形態における仮法線方向算出手段４４は、物体面で反射した拡散反射光が撮影部１０に入
射し、対象領域内は屈折率が一様であると仮定し、偏光度Ｄ、偏光角度ρの場合の仮法線
方向→ｎを、以下のように定義する。
【００６１】
【数３】

【００６２】
　ただし、Ｄmaxは対象領域内の最大偏光度とする。
【００６３】
　なお、仮法線方向の算出方法はこれに限らない。例えば、物体の屈折率を仮定し（例え
ば、１．５と仮定し）、Ｄmaxを、法線の天頂角が９０degである場合の拡散反射光の偏光
度としてもよい。また、各天頂角における拡散反射光の偏光度を、予め対応表として保持
しておき、そこからγを算出するようにしてもよい。
【００６４】
　また、本実施の形態では、対象領域内の画素についてのみ、それぞれ仮法線方向を算出
するが、これに限らず、入力画像の全ての画素について、それぞれ仮法線方向を算出する
ようにしてもよい。
【００６５】
（形状判定手段４６）
　形状判定手段４６は、対象領域内に撮影されている物体の形状を判定する。本実施の形
態では、形状判定手段４６は、対象領域における各画素の仮法線方向の分布に基づいて、
対象領域内に撮影されている物体が、撮影側に凸形状であるか否かを判定する。
【００６６】
　具体的には、形状判定手段４６は、対象領域内の仮法線方向の分散が大きく、かつ隣接
画素間で仮法線方向が大きく変化する画素が少ない場合に、当該対象領域内に撮影されて
いる物体が、撮影側に凸形状であると判定する。ここで、撮影側に凸形状であるとは、撮
影部１０側に凸形状であることをいう。
【００６７】
　以下に、本実施の形態における形状判定方法について、詳細に説明する。まず、対象領
域内の仮法線方向の分散が大きいか否かを判定する。対象領域内の画素数をＫとし、対象
領域内のある画素での仮法線方向を→ｎk（ｋ＝０，１，・・・，Ｋ－１）とする。領域
内の仮法線方向の平均→ｎmeanを求めると、以下の式のようになる。
【００６８】
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【数４】

【００６９】
　そして、各画素の仮法線方向と領域内の仮法線方向の平均との距離の平均値ｄを、以下
の式で算出する。
【００７０】
【数５】

【００７１】
　この平均値ｄが所定値以上である場合、対象領域内の仮法線方向の分散が大きいと判定
する。
【００７２】
　なお、対象領域内に撮影されている物体が、平面形状である場合、対象領域内の各画素
の仮法線方向はほぼ一定になると考えられる。すなわち、形状判定手段４６は、この平均
値ｄが所定値未満である場合、対象領域内の仮法線方向の分散が小さい、すなわち、対象
領域内には平面が映っていると判定するようにしてもよい。
【００７３】
　次に、隣接画素間で仮法線方向が大きく変化する画素が少ないか否かを判定する。対象
領域内の仮法線方向の各成分ｓｉｎ２ρ、ｃｏｓ２ρ、ｓｉｎγに対して、空間微分フィ
ルタ（例えば、Ｓｏｂｅｌなど）を適用する。次に、フィルタ適用で得られた各成分の微
分値の二乗和を画素ごとに算出する。そして、算出した値が所定値以上である画素数につ
いて、対象領域内の画素数のうち、空間微分フィルタが適用できる画素数に対する比率を
求める。この比率が所定割合未満の場合は、隣接画素間で仮法線方向が大きく変化する画
素が少ないと判定する。
【００７４】
　形状判定手段４６は、前述したように、対象領域内の仮法線方向の分散が大きいか否か
を判定するとともに、隣接画素間で仮法線方向が大きく変化する画素が少ないか否かを判
定する。そして、対象領域内の仮法線方向の分散が大きく、かつ隣接画素間で仮法線方向
が大きく変化する画素が少ない場合に、当該対象領域内に撮影されている物体が撮影側に
凸形状であると判定する。
【００７５】
　なお、対象領域内の仮法線方向の分散が大きく、かつ隣接画素間で仮法線方向が大きく
変化する画素が大きい場合に、当該対象領域内に撮影されている物体が撮影方向に凹凸が
ある凹凸形状であると判定するようにしてもよい。
【００７６】
　また、仮法線方向の分散や、隣接画素間で仮法線方向が大きく変化する画素の多さを判
定する方法は、前述した算出方法に限るものではなく、公知の方法を用いればよい。
【００７７】
（検出対象判定手段４８）
　検出対象判定手段４８は、対象領域内に撮影されている物体の形状に基づいて、対象領
域内に撮影されている物体が検出対象であるか否かを判定する。
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【００７８】
　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４８は、形状判
定手段４６にて、撮影側に凸形状と判定された対象領域を人物が撮影されている対象領域
と判定する。これにより、図５（ａ）のように、撮影側に凸形状となっている対象領域７
０が、人物を表していると判定することができる。
【００７９】
　なお、検出対象判定手段４８は、形状判定手段４６にて、平面であると判定された対象
領域については、床や壁に映った影や光であると判定してもよい。これにより、図５（ｂ
）のように、平面となっている対象領域７２が、床面７４に映った影を表していると判定
することができる。また、検出対象判定手段４８は、形状判定手段４６にて、凹凸形状で
あると判定された対象領域については、表面に凹凸が多数存在する植栽であると判定して
もよい。これにより、図５（ｃ）のように、凹凸形状となっている対象領域７６Ａが、植
栽７６の一部分（風などで揺れている部分）を表していると判定することができる。
【００８０】
　また、撮影側に凸形状である対象領域を人物と判定するのではなく、平面形状ではなく
、かつ凹凸形状でもないと判定された対象領域を、人物と判定するようにしてもよい。
【００８１】
　また、検出対象は、人物に限らず、車両などでもよい。また、植栽や影、光を検出対象
として検出するようにしてもよい。
【００８２】
（背景画像更新手段５０）
　背景画像更新手段５０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５０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。
【００８３】
（出力部５２）
【００８４】
　出力部５２は、検出対象判定手段４８の検出結果を外部に出力する。本実施の形態では
、出力部５２は、検出対象判定手段４８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。
【００８５】
＜物体検出装置１００の動作＞
　以下、図６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６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。
【００８６】
　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、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）。
【００８７】
　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。
【００８８】
　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
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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。
【００８９】
　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Ｓ１０へ移行する。
【００９０】
　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Ｓ７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
Ｓ７を繰り返し実行する。
【００９１】
　まず、仮法線方向算出手段４４は、処理対象の対象領域の画素毎に、偏光情報を用いて
、仮法線方向を算出する（ステップＳ５）。本実施の形態では、処理対象の対象領域内の
画素毎に、偏光方向と偏光度を用いて、仮法線方向を算出する。
【００９２】
　そして、形状判定手段４６は、処理対象の対象領域内に撮影されている物体の形状を判
定する（ステップＳ６）。本実施の形態では、形状判定手段４６は、対象領域における各
画素の仮法線方向に基づいて、対象領域内に撮影されている物体が、撮影側に凸形状であ
るか否かを判定する。
【００９３】
　そして、検出対象判定手段４８は、処理対象の対象領域内に撮影されている物体の形状
に基づいて、処理対象の対象領域内に撮影されている物体が検出対象であるか否かを判定
する。
【００９４】
　そして、情報処理部４０は、上記ステップＳ７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Ｓ８）。上記ステップＳ７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Ｓ１０へ移行する。
【００９５】
　一方、上記ステップＳ７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Ｓ９へ移行する。
【００９６】
　出力部５２は、検出対象判定手段４８の検出結果を外部に出力する（ステップＳ９）。
本実施の形態では、出力部５２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。
【００９７】
　背景画像更新手段５０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
Ｓ１０）。本実施の形態における背景画像更新手段５０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。
【００９８】
　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、偏光情報を用い
て得られる仮法線方向の分布に基づいて、形状の違いを判定し、画像中の物体の種類を判
定することができる。また、偏光情報を用いて変化領域内に撮影されている物体の形状を
求め、人物と外乱の形状の違いから、これらを区別できる。
【００９９】
　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
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【０１００】
　例えば、本実施の形態における凸形状か否かの判定方法では、凸形状の物体だけでなく
、凹形状の物体も検出される。本実施の形態では、監視空間に凹形状の物体が存在するこ
とが稀であることから、凸形状の物体を検出する判定方法として説明している。しかし、
凹形状の物体を検出対象とする場合には、形状判定手段４６は、対象領域における各画素
の仮法線方向に基づいて、対象領域内に撮影されている物体が、撮影側に凹形状であるか
否かを判定するようにしてもよい。この場合には、対象領域内の仮法線方向の分散が大き
く、かつ隣接画素間で仮法線方向が大きく変化する画素が少ない場合に、当該対象領域内
に撮影されている物体が、撮影側に凹形状であると判定すればよい。
【０１０１】
　また、仮法線方向算出手段４４は、物体面で反射した拡散反射光が撮影部１０に入射し
たと仮定して、仮法線方向を算出する場合を例に説明したが、これに限定されるものでは
ない。例えば、仮法線方向算出手段４４は、物体面で反射した鏡面反射光が撮影部１０に
入射したと仮定して、仮法線方向を算出するようにしてもよい。上述したように、物体面
で反射した鏡面反射光が撮影部１０に入射したと仮定した場合には、１８０ｄｅｇの曖昧
さが生じるものの、なんらかの仮定を追加した上で、鏡面反射光を仮定した仮法線方向を
算出するようにしてもよい。
【符号の説明】
【０１０２】
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   仮法線方向算出手段
４６   形状判定手段
４８   検出対象判定手段
５０   背景画像更新手段
５２   出力部
１００ 物体検出装置
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【図６】
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