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(57)【要約】
【課題】専用の配線や通信ネットワークを用いることな
く、また同期信号受信のための特殊な受信機を装備する
ことなく、また特殊な画素回路を要することなく、視覚
センサの撮像タイミングを、照明光の変調タイミングを
基準として同期させることを可能とする視覚センサ同期
装置および視覚センサ同期方法を提供する。
【解決手段】強度変調の施された照明装置１１と、フレ
ーム時間を制御し得る撮像素子１３と、演算制御回路１
４とを有する。演算制御回路１４は、撮像素子１３が獲
得した画像の後処理によって、照明装置１１と撮像素子
１３との動作の時刻ずれに係る情報を得て、この得られ
た情報に基づくフレーム時間のフィードバック制御によ
って時刻ずれを最小化する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
強度変調の施された照明装置と、
フレーム時間を制御し得る撮像素子と、
前記撮像素子が獲得した画像の後処理によって前記照明装置と前記撮像素子との動作の
時刻ずれに係る情報を得て、この得られた情報に基づくフレーム時間のフィードバック制
御によって前記時刻ずれを最小化する演算制御手段とを、
備えることを特徴とする視覚センサ同期装置。
【請求項２】
前記演算制御手段は、フレームごとに定められた値を取る第１の時間関数と、各フレー
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ムの画像から計算される特徴量で構成される第２の時間関数との間の時間相関を計算する
ことにより、前記照明装置と前記撮像素子との動作の時刻ずれに係る情報を得ることを、
特徴とする請求項１記載の視覚センサ同期装置。
【請求項３】
前記演算制御手段は、前記照明装置と前記撮像素子との動作の時刻ずれをフィードバッ
ク制御により最小化するために、前記時間相関の値によって前記撮像素子のフレーム時間
の微小調整を行うことを、特徴とする請求項２記載の視覚センサ同期装置。
【請求項４】
前記照明装置はデューティ比1:1の矩形波で強度変調され、
前記撮像素子は基本フレーム時間を前記照明装置の変調周期の2分の1とされており、
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前記演算制御手段は、フレームごとに定められた値を取る前記第１の時間関数として、
フレームによって1または‑1を取る関数を用いることにより、各フレームの画像から計算
される前記特徴量をフレームごとに累積加減算し、その結果を低域通過フィルタに通すこ
とで前記時刻ずれに係る情報を得ることを、
特徴とする請求項２または３記載の視覚センサ同期装置。
【請求項５】
前記照明装置はデューティ比1:1の矩形波で強度変調され、
前記撮像素子は基本フレーム時間を前記照明装置の変調周期の4分の1とされており、
前記演算制御手段は、フレームごとに定められた値を取る前記第１の時間関数として、
フレームによって 1，0，または ‑1 を取る関数を用いることにより、各フレームの画像

30

から計算される前記特徴量をフレームごとに累積加減算し、その結果を低域通過フィルタ
に通すことで前記時刻ずれに係る情報を得るとともに、変調振幅の大きさを得て、その変
調振幅の大きさにより前記時刻ずれに係る情報を正規化することを、
特徴とする請求項２または３記載の視覚センサ同期装置。
【請求項６】
強度変調の施された照明装置と、フレーム時間を制御し得る撮像素子とを有し、前記撮
像素子が獲得した画像の後処理によって前記照明装置と前記撮像素子の動作の時刻ずれに
係る情報を得て、この得られた情報に基づくフレーム時間のフィードバック制御によって
前記時刻ずれを最小化することを、特徴とする視覚センサ同期方法。
【請求項７】
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フレームごとに定められた値を取る第１の時間関数と、各フレームの画像から計算され
る特徴量で構成される第２の時間関数との間の時間相関を計算することにより、前記照明
装置と前記撮像素子との動作の時刻ずれに係る情報を得ることを、特徴とする請求項６記
載の視覚センサ同期方法。
【請求項８】
前記照明装置と前記撮像素子との動作の時刻ずれをフィードバック制御により最小化す
るために、前記時間相関の値によって前記撮像素子のフレーム時間の微小調整を行うこと
を、特徴とする請求項７記載の視覚センサ同期方法。
【請求項９】
前記照明装置をデューティ比1:1の矩形波で強度変調し、前記撮像素子の基本フレーム
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時間を照明の変調周期の2分の1とし、フレームごとに定められた値を取る前記第１の時間
関数として、フレームによって1または‑1を取る関数を用いることにより、各フレームの
画像から計算される前記特徴量をフレームごとに累積加減算し、その結果を低域通過フィ
ルタに通すことで前記時刻ずれに係る情報を得ることを、特徴とする請求項７または８記
載の視覚センサ同期方法。
【請求項１０】
前記照明装置をデューティ比1:1の矩形波で強度変調し、前記撮像素子の基本フレーム
時間を前記照明装置の変調周期の4分の1とし、フレームごとに定められた値を取る前記第
１の時間関数として、フレームによって 1，0，または ‑1 を取る関数を用いることによ
り、各フレームの画像から計算される前記特徴量をフレームごとに累積加減算し、その結
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果を低域通過フィルタに通すことで前記時刻ずれに係る情報を得るとともに、変調振幅の
大きさを得て、その変調振幅の大きさにより前記時刻ずれに係る情報を正規化することを
、特徴とする請求項７または８記載の視覚センサ同期方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、視覚センサのタイミング同期に関するものであり、例えばCCDイメージセン
サやCMOSイメージセンサ等の撮像素子を用いたカメラ、及びそれらに画像処理装置を追加
した視覚処理システムを複数用いる場合において、それらの相互間で撮像のタイミングを
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合わせるために好適な視覚センサ同期装置および視覚センサ同期方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
物体や人物など、運動する対象を非接触で観測する際に、CCDイメージセンサやCMOSイ
メージセンサ等の撮像素子を用いたカメラ、及びそれらに画像処理装置を追加したもので
ある視覚処理システムにより動画像を得ることが広く行われる。これらのシステムを総称
して視覚センサと呼ぶ。動画像は一般に、適当な時間間隔で撮像される静止画の列であり
、通常は一定時間間隔で撮像される。
【０００３】
図１１に示すように、対象に関して複数方向から観測を行いたい場合や、広域の情報の
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観測を行いたい場合などに、複数の視覚センサ５１を用いることが広く行われている。こ
の際、各視覚センサ５１から得られた情報を統合して、元の撮影対象５０の位置や形状を
正しく求めるためには、各視覚センサ５１の撮像タイミングが同期されていることが必要
となる。これは、撮影対象５０の動きが高速な際に特に重要となる。
【０００４】
従来、視覚センサ間の撮像タイミングを同期するためには、専用の電気配線を使用して
タイミング信号を送受信することで行うことが一般的である。また近年は、コンピュータ
ネットワークの普及に伴って、ネットワーク上で特殊な通信を行うことで各視覚センサの
内蔵時計を相互に同期し、それにより撮像タイミングの同期を行う手法も知られている（
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例えば、非特許文献１参照）。
【０００５】
一方、自発光する物体を撮影対象５０とする場合以外は、視覚センサ５１による撮像に
は、図１１に示すように、常に照明光源５２が必要となるが、この照明光源５２に強度変
調を加え、視覚センサ５１側に特殊な技術を導入することで、照明光源５２の強度変調の
基準時間系と視覚センサ５１の撮像の基準時間系との間の相対的なずれを検出する手法が
知られている（例えば、非特許文献２、３または４参照）。
【０００６】
【非特許文献１】G. Litoset al.,
Synchronization

Synchronous Image Acquisition based on Network

,Proceedings of Computer Vision and Pattern Recognition Worksh

op, 2006, p.167‑172
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【非特許文献３】J. Ohtaet al.,
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【発明の開示】
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【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
視覚センサの撮像タイミング同期を実現するためには、専用の配線または非特許文献１
に記載のように通信ネットワークを介して時刻情報を送受信する必要があり、その敷設に
は手間がかかり、視覚センサの配置等にも制限が生じるという課題があった。無線通信ネ
ットワーク上で時刻同期プロトコルに基づく通信を行うことは可能と考えられるが、遅延
変動が無視できない状況では同期精度に限界があるという課題があった。
【０００８】
これらとは別の手段として、Global Positioning System (GPS) による時刻情報の受信
、光学ビーコンの受信、専用無線通信帯域でのビーコン受信などにより、同期を行うこと
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も可能と考えられるが、各方法のためにはそれぞれGPS受信機、光検出器、無線受信機な
どの専用機器を、撮像素子とは別に備える必要があり、コスト増を招くという課題があっ
た。
【０００９】
一方、非特許文献２、３および４に記載のような技術を用いれば、照明光の強度変調タ
イミングを基準として、そこからの相対的なずれを視覚センサ自身が光学像から得ること
が可能であり、撮像タイミング同期に応用することが可能と考えられるが、いずれの技術
も視覚センサの画素内に特殊な回路を埋め込むことが必要であり、通常のCCDイメージセ
ンサやCMOSイメージセンサを用いたシステムには適用できないという課題があった。
【００１０】
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本発明は、このような課題に鑑み創案されたもので、専用の配線や通信ネットワークを
用いることなく、また同期信号受信のための特殊な受信機を装備することなく、また特殊
な画素回路を要することなく、照明光の変調タイミングを基準として視覚センサの撮像タ
イミングを同期させることができる視覚センサ同期装置および視覚センサ同期方法を提供
することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
上記目的を達成するため、本発明に係る視覚センサ同期装置は、強度変調の施された照
明装置と、フレーム時間を制御し得る撮像素子と、前記撮像素子が獲得した画像の後処理
によって前記照明装置と前記撮像素子との動作の時刻ずれに係る情報を得て、この得られ

40

た情報に基づくフレーム時間のフィードバック制御によって前記時刻ずれを最小化する演
算制御手段とを、備えることを特徴とする。
【００１２】
本発明に係る視覚センサ同期装置で、前記演算制御手段は、フレームごとに定められた
値を取る第１の時間関数と、各フレームの画像から計算される特徴量で構成される第２の
時間関数との間の時間相関を計算することにより、前記照明装置と前記撮像素子との動作
の時刻ずれに係る情報を得ることが好ましい。また、本発明に係る視覚センサ同期装置で
、前記演算制御手段は、前記照明装置と前記撮像素子との動作の時刻ずれをフィードバッ
ク制御により最小化するために、前記時間相関の値によって前記撮像素子のフレーム時間
の微小調整を行うことが好ましい。
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【００１３】
本発明に係る視覚センサ同期装置で、前記照明装置はデューティ比1:1の矩形波で強度
変調され、前記撮像素子は基本フレーム時間を前記照明装置の変調周期の2分の1とされて
おり、前記演算制御手段は、フレームごとに定められた値を取る前記第１の時間関数とし
て、フレームによって1または‑1を取る関数を用いることにより、各フレームの画像から
計算される前記特徴量をフレームごとに累積加減算し、その結果を低域通過フィルタに通
すことで前記時刻ずれに係る情報を得ることが好ましい。また、本発明に係る視覚センサ
同期装置で、前記照明装置はデューティ比1:1の矩形波で強度変調され、前記撮像素子は
基本フレーム時間を前記照明装置の変調周期の4分の1とされており、前記演算制御手段は
、フレームごとに定められた値を取る前記第１の時間関数として、フレームによって 1，
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0，または ‑1 を取る関数を用いることにより、各フレームの画像から計算される前記特
徴量をフレームごとに累積加減算し、その結果を低域通過フィルタに通すことで前記時刻
ずれに係る情報を得るとともに、変調振幅の大きさを得て、その変調振幅の大きさにより
前記時刻ずれに係る情報を正規化してもよい。
【００１４】
本発明に係る視覚センサ同期方法は、強度変調の施された照明装置と、フレーム時間を
制御し得る撮像素子とを有し、前記撮像素子が獲得した画像の後処理によって前記照明装
置と前記撮像素子の動作の時刻ずれに係る情報を得て、この得られた情報に基づくフレー
ム時間のフィードバック制御によって前記時刻ずれを最小化することを、特徴とする。
【００１５】
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本発明に係る視覚センサ同期方法は、フレームごとに定められた値を取る第１の時間関
数と、各フレームの画像から計算される特徴量で構成される第２の時間関数との間の時間
相関を計算することにより、前記照明装置と前記撮像素子との動作の時刻ずれに係る情報
を得ることが好ましい。また、本発明に係る視覚センサ同期方法は、前記照明装置と前記
撮像素子との動作の時刻ずれをフィードバック制御により最小化するために、前記時間相
関の値によって前記撮像素子のフレーム時間の微小調整を行うことが好ましい。
【００１６】
本発明に係る視覚センサ同期方法は、前記照明装置をデューティ比1:1の矩形波で強度
変調し、前記撮像素子の基本フレーム時間を照明の変調周期の2分の1とし、フレームごと
に定められた値を取る前記第１の時間関数として、フレームによって1または‑1を取る関
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数を用いることにより、各フレームの画像から計算される前記特徴量をフレームごとに累
積加減算し、その結果を低域通過フィルタに通すことで前記時刻ずれに係る情報を得るこ
とが好ましい。また、本発明に係る視覚センサ同期方法は、前記照明装置をデューティ比
1:1の矩形波で強度変調し、前記撮像素子の基本フレーム時間を前記照明装置の変調周期
の4分の1とし、フレームごとに定められた値を取る前記第１の時間関数として、フレーム
によって 1，0，または ‑1 を取る関数を用いることにより、各フレームの画像から計算
される前記特徴量をフレームごとに累積加減算し、その結果を低域通過フィルタに通すこ
とで前記時刻ずれに係る情報を得るとともに、変調振幅の大きさを得て、その変調振幅の
大きさにより前記時刻ずれに係る情報を正規化してもよい。
【００１７】
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本発明に係る視覚センサ同期装置および視覚センサ同期方法は、強度変調の施された照
明装置と、フレーム時間を制御し得る撮像素子とを有している。撮像素子が各フレームの
画像を獲得するごとに、その画像から特徴量を計算し、その特徴量に基づいて照明装置と
撮像素子との動作の時刻ずれに係る情報を得ることが好ましい。この情報に基づいて時刻
ずれを最小化するように、フレーム時間をフィードバック制御を行うことで、視覚センサ
の同期を行う。
【００１８】
照明装置と撮像素子との動作の時刻ずれに係る情報を得るために、フレームごとに定め
られた値を取る第１の時間関数と、各フレームの画像から計算される特徴量で構成される
第２の時間関数との間の時間相関を計算する。照明装置と撮像素子との動作の時刻ずれに
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係る情報が得られれば、時刻ずれを最小化するようなフィードバック制御は、位相同期ル
ープ (PLL) 理論に基づいて実行できる。
【００１９】
特に、照明装置をデューティ比1:1の矩形波で強度変調し、撮像素子の基本フレーム時
間を照明の変調周期の2分の1とし、フレームごとに定められた値を取る時間関数としてフ
レームによって値1または‑1を取るものを用いると、前記時間相関を各フレームの画像か
ら計算される特徴量の累積加減算と、その結果への低域通過フィルタの適用とによって得
ることができる。基本フレーム時間を基準として、前記時間相関の値の定数倍だけフレー
ム時間を増加（相関値が負の場合は減少）させることで、同期が実現される。
【００２０】
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ここで、フレーム時間を増加または減少させる量、すなわちゲインを適切に設定する必
要があるが、適切なゲインの範囲は撮像素子が実効的に受光する変調照明光の振幅に依存
する。この依存性を考慮せずに動作させることで同期が不安定になるのを回避するため、
照明装置をデューティ比1:1の矩形波で強度変調し、撮像素子の基本フレーム時間を照明
の変調周期の4分の1とし、各フレームの画像から計算される特徴量で構成される第２の時
間関数と、フレームごとに定められた値を取る第１の時間関数との間の時間相関を計算す
るとともに、各フレームの画像から計算される特徴量で構成される第２の時間関数の振幅
に比例する量を計算する。前記振幅に比例する量で正規化された前記時間相関から、照明
装置と撮像素子との動作の時刻ずれに係る情報が得られれば、時刻ずれを最小化するよう
なフィードバック制御が実行できる。
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【発明の効果】
【００２１】
本発明により、専用の配線や通信ネットワークを用いることなく、また同期信号受信の
ための特殊な受信機を装備することなく、また特殊な画素回路を要することなく、視覚セ
ンサの撮像タイミングを、照明光の変調タイミングを基準として同期させることを可能と
する視覚センサ同期装置および視覚センサ同期方法が得られる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２２】
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。
本発明の実施の形態の視覚センサ同期装置の基本的構成を図１に示す。
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図１に示すように、視覚センサ同期装置は、変調照明装置１１と光学系１２と撮像素子
１３と演算制御回路１４からなる。
【００２３】
変調照明装置１１は、LED (light emitting device) 等の発光体１１１と、その発光制
御回路１１２からなる。変調照明装置１１から発せられた強度変調光は、直接に、または
物体等で反射することにより間接に、光学系１２を通して撮像素子１３上に照射され、電
気信号に変換される。演算制御回路１４は、この電気信号を読み取り、適当な演算を加え
た後、その演算結果に基づいて撮像素子１３のフレーム時間を制御する。撮像素子１３は
、複数の画素１３１を有する。
【００２４】

40

演算制御回路１４は、演算制御手段を成し、以下で述べる演算及び制御を実行できる専
用の回路でもよいし、マイクロプロセッサ上のソフトウェアとして実現するのでもよい。
撮像素子１３は、フレーム時間を制御できるものを選択して使用する必要があるが、撮像
素子１３に内蔵された制御回路へ指示を与えることで行ってもよく、外部から与えるシャ
ッタートリガ信号を制御することで行ってもよい。
【００２５】
本実施形態の原理を説明するための準備として、PLL理論の基礎的事項を述べる。本実
施形態は、PLLのうち、入出力信号が離散的な値のみを取るディジタルPLL (DPLL) に基づ
く。DPLLの基本構成を図２に示す。図２に示すように、同期の基準となる参照信号を f(t
) とし、f(t) に同期される出力信号を g(t) とする。図３に示すように、f(t) および g
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(t) は、いずれも値1と‑1を交互に繰り返すデューティ比1:1 の矩形関数である。図２に
示すように、位相検出器２１は、f(t)とg(t)との積f(t)g(t)を計算する。低域通過フィル
タ２２は、この積を時間平均した値q(φ)を出力する。この出力q(φ)は、f(t)とg(t)との
時間相関であり、f(t)とg(t)との位相差φに依存する値となる。f(t)とg(t)との位相差に
よって時間相関値q(φ)がどのように変化するかを、図４に示す。
【００２６】
図２に示すように、電圧制御発振器２３は、出力信号g(t)を出力する発振器であり、そ
の発振周期は、低域通過フィルタ２２が出力する時間相関値qに応じて変化する。発振周
期は、時間相関値qが0のときはあらかじめ定められた基本発振周期で動作し、時間相関値
qが0より大きくなるに従って長く、0より小さくなるに従って短くなる。
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【００２７】
図４に示すように、この時間相関値qが正のときは、フレーム時間が長くなることでg(t
)の位相が相対的に遅れる方向に変化する。逆に負のときは、g(t)の位相は相対的に進む
方向に変化する。このようなフィードバックの効果により、時間相関値qの変化分に応じ
て発振周期を変化させる際のゲインを適切に選ぶことで、f(t)とg(t)との位相差がπ/2と
なる平衡点で、このシステムの動作は収束する。なお、位相差が3π/2の点も平衡点であ
るが、この平衡点は不安定であり、外乱等の存在する現実の状況下でこの動作点に留まる
ことはない。
【００２８】
本実施形態では、照明装置１１から発せられ、撮像素子１３上に照射される光が参照信
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号f(t)に対応する。撮像素子１３内の各画素１３１に照射される光強度は、通常一様では
ないが、以下では、まずは議論を簡単化するため、特に断らない限り、各画素１３１に照
射される光強度は一様であるとする。従って以下では、撮像素子１３に照射された光強度
、各画素１３１に照射された光強度、画素１３１に照射された光強度の全画素にわたる総
和のそれぞれを、f(t)と同一視することがある。
【００２９】
本実施形態の第１の態様では、出力信号g(t)は、撮像素子１３のフレームごとに定めら
れた値を取る第１の時間関数に対応し、参照信号f(t)は、各フレームの画像から計算され
る特徴量で構成される第２の時間関数に対応している。低域通過フィルタ２２の出力であ
るf(t)とg(t)との時間相関q(φ)を以下のように表す。
【数１】
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ここで、Tは、時間平均を取る区間を表し、撮像素子のフレーム時間より十分に長いと
する。
【００３０】
前述のDPLLの説明では、f(t)は1または‑1の値を取るとした。しかし、強度変調光の強
度は、負の値を取ることはできない。代わりに、図５に示すように、f(t)は0または1の値
を取る矩形波とする。すなわち、f(t)は、1または‑1の値を取る矩形波をf'(t) として f(
t) = f

(t)/2 + 1/2 と表される。

【００３１】
f(t) = 1 は照明装置１１が点灯している場合に、f(t) = 0 は消灯している場合に対応
させる。ここで、g(t) のデューティ比が1:1であることに注意すると、前述のDPLLは全く
同様に動作する。なぜならば、以下が成り立つからである。
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【数２】

10
【００３２】
図５に示すように、出力関数g(t)として、奇数フレームの間はg(t) = 1、偶数フレーム
の間はg(t) = ‑1を取るものを考える。
【００３３】
演算制御回路１４は、［数１］式の時間相関値を用いて撮像素子１３の動作を制御する
。しかし、ここでの被積分関数f(t)g(t)を直接得ることはできない。なぜならば、撮像素
子１３の各画素１３１が出力する輝度値は、照射された光強度、すなわちf(t)の1フレー
ム時間にわたる積分であり、任意の瞬間におけるf(t)の値ではないからである。一方、g(
t)が各フレーム期間内においては固定値を取ることに注意すると、［数１］式の積分値は
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以下のように得ることができる。
【数３】
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【００３４】
ここで、iは撮像素子１３の各フレームに時間順に与えられた連番であり、F[i]はフレ
ームiにおいて各画素１３１が得た輝度値を、全画素について総和したものである。［数
３］式の総和は、時間平均を取る区間Tに相当するフレーム数にわたって計算するものと
する。なお、この時間平均操作を直接実行する代わりに、再帰型低域通過フィルタとして
実装してもよく、その他のより高度な低域通過フィルタを用いてもよい。
【００３５】
演算制御回路１４は、この時間相関値qに基づいて撮像素子１３のフレーム時間を制御
する。ここで、g(t)の中心周波数がf(t)の周波数とほぼ同一となるようにする。すなわち
、時間相関値qが0のときにフレーム時間が照明変調周期の1/2になるようにし、時間相関
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値qが大きくなるに従ってフレーム時間を長く、小さくなるに従ってフレーム時間を短く
する。時間相関値qの変化に応じてフレーム時間を変化させる際のゲインを適切な値に設
定することで、撮像素子１３の撮像タイミングは、f(t)とg(t)との周期が同一であり、位
相差がπ/2である点に収束する。すなわち、フレーム時間が照明変調周期の1/2であり、
各フレームの中心時刻が照明の点灯・消灯切り替わり時刻と一致する点に収束する。
【００３６】
さて、これまでは、撮像素子の各画素１３１に照射される光強度は一様であり、照明装
置１１からの変調照明光そのものと同一視できるとして説明してきた。このことの妥当性
を、より実際的な状況を鑑みて議論する。
【００３７】
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一般に、照明装置１１を含むさまざまな光源から発せられた光は、視覚センサの視野内
の物体表面で反射され、その反射光が光学系１２を通して撮像素子１３に照射される。撮
像素子１３の各画素１３１が得る輝度値の全画素にわたる総和は、照明装置１１を起源と
する成分と、その他の光源を起源とする成分の和として表される。ここで、前者は照明装
置１１の発光体１１１の輝度に比例し、後者は発光体１１１の輝度に依存しないとみなせ
る。いま、視野内の物体表面の反射率分布が隣接フレーム間で大きくは変化しないと仮定
すると、その他の光源を起源とする成分は、奇数フレームの分と偶数フレームの分とが相
殺され、時間相関値qへ寄与しない。
【００３８】
以上の議論をまとめると、時間相関値qへ寄与するのは、各画素１３１が得る輝度値の
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うち照明装置１１を起源とする成分のみであり、またその成分の全画素にわたる総和は発
光体１１１の輝度に比例する。よって、これまで説明してきたように、各画素１３１が得
る輝度値の総和を、参照信号f(t)と同一視して差し支えない。
【００３９】
ところで、視野内の物体表面の反射率分布が隣接フレーム間で大きく変化する場合は、
前述の議論は妥当ではない。f(t)の周波数が十分に高い、すなわち高フレームレートで撮
影を行う高速度撮影の条件では、このような状況は生じにくい。また、十分に高フレーム
レートでない場合でも、視野のうちから反射率の変化の激しい領域を除いた他の画素にわ
たって輝度値の総和を取ることで、このような状況を回避することもできる。このように
、適当な画素を選択し、あるいは重みづけを行った上で、各画素の輝度値の総和を計算し

20

たものを、画像から計算される特徴量と呼ぶ。
【００４０】
なお、これまでは撮像素子１３の各画素１３１は、照射される光強度をフレーム時間の
全期間にわたって積分するとして議論してきた。これは、実際は常には成り立たず、機械
的または電子的シャッタにより、フレーム時間のうち一部の期間にわたって照射される光
強度が積分される場合もある。この場合のf(t)とg(t)との関係を、図６に示す。図４に示
したf(t)とg(t)との位相差φによる時間相関値q(φ)の変化が、この場合にどのようにな
るかを、図７に示す。ここで、位相差φは、g(t) = 1 であるフレーム期間の中心時刻が
、f(t) = 1 である期間の中心時刻に一致する場合を位相差0とし、これらがf(t)の１周期
分だけずれている場合を位相差2πとして表した。図７に示すように、この場合も、f(t)

30

とg(t)との位相差φがπ/2となる点のみが安定平衡点であり、同様に動作することがわか
る。従って、フレーム時間のうち一部の期間でのみ積分動作がなされる場合でも、動作に
は差し支えがない。
【００４１】
さて、これまでの議論で、時間相関値qの変化に応じてフレーム時間を変化させる際の
ゲインを適切な値に設定する必要があることを述べた。ここで、適切なゲインの範囲は、
撮像素子１３へ照射される光のうち、照明装置１１を起源とする変調照明成分の振幅に依
存することに注意が必要である。f(t)とg(t)との位相差が同じ場合でも、振幅が大きいと
きは、フレーム時間に比較的大きな変化分が生じ、動作を不安定にしてしまう恐れがある
。これを避けるためには、振幅の大きさの効果を打ち消すように、ゲインを小さく取る必
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要がある。
【００４２】
ところが、撮像素子１３へ照射される変調照明成分の振幅は、視野内の反射率分布や照
明装置１１の配置などにも依存するため、事前に見積もるのは難しく、また時間とともに
変化し得る。そのような場合は、ゲインの事前設定が困難であり、従って安定動作をさせ
ることが困難となる。これが問題となる場合に対応するためには、変調振幅をオンライン
で推定し、その値によってゲインを正規化する手段が必要である。
【００４３】
この正規化を実現する本実施形態の第２の態様では、照明装置１１をデューティ比1:1
の矩形波で強度変調し、撮像素子１３の基本フレーム時間を照明装置１１の変調周期の4
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分の1 とする。撮像素子１３のフレームごとに定められた値を取る第１の時間関数として
、図８に示すように、各フレームに時間順に与えられた連番を４で除した際の剰余が0の
フレームではg1(t) = 1、2のフレームではg1(t) = ‑1、1または3のフレームではg1(t) =
0 となる関数g1(t)と、同じく連番を４で除した際の剰余が1のフレームではg2(t) = 1、3
のフレームではg2(t) = ‑1、0または2のフレームではg2(t) = 0となる関数g2(t)の2つを
考える。
【００４４】
これらg1(t)およびg2(t)のそれぞれについて、本実施形態の第１の態様と同様に、f(t)
との時間相関を計算する。f(t)とg1(t)との時間相関をq1(φ)、f(t)とg2(t)との時間相関
をq2(φ)と表す。いま撮像素子１３のフレーム時間の全期間にわたって光強度が積分され
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るとしたとき、f(t)とg1(t)との位相差φに応じて、q1(φ)とq2(φ)とがそれぞれどのよ
うに変化するかを、図９に示す。ここで、位相差φは、g1(t) = 1 であるフレーム期間の
中心時刻が、f(t) = 1 である期間の中心時刻に一致する場合を位相差0とし、これらがf(
t)の１周期分だけずれている場合を位相差2πとして表した。
【００４５】
図９に示すように、現在の位相差φの値によらず、max(￨q1(φ)￨, ￨q2(φ)￨) により、
変調照明成分の振幅を見積もることができることがわかる。よって、本実施形態の第１の
態様と同様に、q1の値によりフレーム時間を変化させ、この際のゲインを前述の通り見積
もられた振幅で正規化し、安定動作をさせることが可能となる。この正規化項には、必要
に応じて時間平滑化などの後処理を施してもよい。
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【００４６】
以上で述べた本実施形態の第２の態様は、撮像素子１３のフレーム時間の一部の期間で
のみ光強度が積分される場合でも同様に動作する。この場合のq1(φ)およびq2(φ)の変化
の例を、図１０に示す。図１０に示すように、依然として位相差φがπ/2となる点が安定
平衡点であり、また、変調照明成分の振幅を同様に見積もることができることがわかる。
【図面の簡単な説明】
【００４７】
【図１】本発明の実施の形態の視覚センサ同期装置を示す構成図である。
【図２】ディジタル位相同期ループ（ＤＰＬＬ）の基本構成を示すブロック図である。
【図３】図２に示すディジタル位相同期ループの参照信号f(t)と出力信号g(t)とを示すグ
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ラフである。
【図４】図２に示すディジタル位相同期ループの参照信号f(t)・出力信号g(t)間の時間相
関値q(φ)を示すグラフである。
【図５】図１に示す視覚センサ同期装置の変調照明装置の参照信号f(t)と出力信号g(t)と
を示すグラフである。
【図６】図１に示す視覚センサ同期装置のフレーム時間の一部の期間でのみ積分動作が行
われる場合の参照信号f(t)と出力信号g(t)とを示すグラフである。
【図７】図６に示す視覚センサ同期装置の参照信号f(t)・出力信号g(t)間の時間相関値q(
φ)を示すグラフである。
【図８】図１に示す視覚センサ同期装置のゲインの正規化を考慮する場合の参照信号f(t)
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と出力信号g1(t)と出力信号g2(t)とを示すグラフである。
【図９】図８に示す視覚センサ同期装置の参照信号f(t)・出力信号g1(t)間の時間相関値q
1(φ)と、参照信号f(t)・出力信号g2(t)間の時間相関値q2(φ)とを示すグラフである。

【図１０】図１に示す視覚センサ同期装置のゲインの正規化を考慮する場合で、フレーム
時間の一部の期間でのみ積分動作が行われる場合の参照信号f(t)・出力信号g1(t)間の時
間相関値q1(φ)と、参照信号f(t)・出力信号g2(t)間の時間相関値q2(φ)とを示すグラフ
である。
【図１１】従来の視覚センサの同期システムを示す構成図である。
【符号の説明】
【００４８】
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１１

照明装置

１１１

発光体

１１２

発行制御回路

１２

光学系

１３

撮像素子

１３１

画素

１４

演算制御回路

２１

位相検出器

２２

低域通過フィルタ

２３

電圧制御発振器

【図１】
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【図４】

【図５】

【図２】

【図３】
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