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(57)【要約】
【課題】比較的少ない処理量で、ユーザが見たいシーン
を直感的に選び易く、かつ誤検出の少ないコンテンツ検
索装置およびその表示方法を提供。
【解決手段】DVD/HDD装置10は、解析部14の顔検出部22
でフレーム画像を解析し、フレーム画像から解析情報と
して顔画像を検出し、シーン切替検出部24でフレーム画
像を基に動画像のシーンの切替えを検出し、重み付け算
出部26でフレーム画像に検出された登場人物それぞれに
対する重み情報を算出して、解析し、検出した顔画像、
シーン切替えの情報および算出した重み情報それぞれを
時系列的にストレージ16に格納して、画像生成部28でス
トレージ16から保存した情報を読み出し、読み出した情
報を基に供給される動画像のコンテンツの内容を表現す
る画像を生成し、生成した画像をディスプレイ18に表示
させる。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　動画像の構成要素であるフレーム画像を解析し、解析した結果から前記動画像を基に供
給される番組ソフトであるコンテンツの内容を検索するコンテンツ検索装置において、該
装置は、
　前記フレーム画像を解析して、解析したフレーム画像に含まれる情報を抽出する解析手
段と、
　抽出した情報を時系列的に格納する情報保存手段と、
　前記情報保存手段に蓄積された情報を基に生成される画像を表示する表示手段とを含み
、
　前記解析手段は、前記フレーム画像から登場人物の顔を検出し、検出した顔領域の顔画
像を出力する顔検出手段と、
　前記フレーム画像を基に前記動画像のシーンの切替えを検出する切替検出手段と、
　前記フレーム画像で検出された登場人物それぞれに対する重み情報を算出する重み算出
手段と、
　前記情報保存手段に保存された情報を基に動画像のコンテンツの内容を表現する画像を
生成する画像生成手段とを含むことを特徴とするコンテンツ検索装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の装置において、前記画像生成手段は、前記シーンの長さに応じて該シ
ーンの時間を大きさまたは形状で表現する画像を生成する機能ブロックと、
　前記登場人物の重み情報のうち、最も大きい登場人物の顔画像を代表顔画像に設定し、
前記代表顔画像を前記重み情報に応じた大きさまたは形状で表現する画像を生成する機能
ブロックとを含むことを特徴とするコンテンツ検索装置。
【請求項３】
　動画像の構成要素であるフレーム画像を解析し、解析した結果から前記動画像を基に供
給される番組ソフトであるコンテンツの内容を検索し、検索した結果を表示するコンテン
ツ検索の表示方法において、該方法は、
　供給されるフレーム画像を解析して、該フレーム画像から顔を検出し、検出した顔領域
の顔画像を顔に関する解析情報として出力する第１の工程と、
　検出した顔に関する解析情報を保存する第２の工程と、
　前記フレーム画像を基に前記動画像のシーンの切替えを検出する第３の工程と、
　検出したシーンの切替えに関する解析情報を保存する第４の工程と、
　前記フレーム画像で検出された登場人物それぞれに対する重み情報を算出する第５の工
程と、
　算出した重み情報を解析情報として保存する第６の工程と、
　保存した解析情報を基に供給される動画像のコンテンツの内容を表現する画像を生成す
る第７の工程とを含むことを特徴とするコンテンツ検索の表示方法。
【請求項４】
　請求項３に記載の方法において、第７の工程は、前記シーンの長さに応じて該シーンの
時間を大きさまたは形状表現する画像を生成する第８の工程と、
　前記登場人物の重み情報のうち、最も大きい登場人物の顔画像を代表顔画像に設定し、
前記代表顔画像を前記重み情報に応じた大きさまたは形状で表現する画像を生成する第９
の工程とを含むことを特徴とするコンテンツ検索の表示方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、コンテンツ検索装置およびその表示方法に関し、より具体的には、提供され
るコンテンツから所望のシーンを検索し、再生に寄与するコンテンツ検索装置に関し、ま
た、コンテンツを検索し、その検索した結果を表示させるコンテンツ検索の表示方法に関
するものである。
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【背景技術】
【０００２】
　近年、テレビジョン番組のような映像コンテンツの視聴において、録画装置は、記憶装
置の大容量化により大量録画が可能になってきている。また、映像コンテンツは、地上放
送に限らず、衛星放送、ケーブルテレビのように多様な提供ソースがあり、コンテンツが
増大してきている。そこで、録画装置の機能を有効に利用することによりユーザは、一般
的に、まず大量の番組を録画し、後日時間の余裕があるときに録画した番組を視聴するス
タイルを採用してきている。
【０００３】
　また、携帯端末装置は性能が向上してきている。携帯端末装置には、たとえば携帯電話
機、携帯音楽プレーヤや携帯ゲーム機がある。現在、携帯電話機はモバイル端末装置向け
地上波デジタル放送、いわゆるワンセグ放送の受信機能を搭載したものもあり、携帯音楽
プレーヤには動画像再生機能を搭載しているものがある。また、携帯ゲーム機にも、動画
表示機能を搭載したものがある。これら搭載機能から明らかなように、携帯端末装置は、
自宅以外でも映像の視聴が可能なように環境が整備されてきている。さらに、ネットワー
ク経由の映像配信サービスも拡充してきている。これは、ネットワークの高速化に基づい
ている。
【０００４】
　番組ソフトであるコンテンツの提供方法がこのように多様化して、視聴可能な映像コン
テンツが著しく増大していることから、録画装置には録画した大量の映像から視聴者が見
たいシーンだけを素早く見つけて視聴できることが望まれている。
【０００５】
　そこで、一般家庭用のDVD/HDD（Digital Versatile Disc/Hard-Disc Drive）レコーダ
は、録画した映像をコマーシャル前後の適当なタイミングでシーンを区切り、その先頭の
フレーム画像をサムネイル画像で時系列に列挙し、モニタ表示する機能を有している。ユ
ーザはこの機能により表示されたサムネイルを見て、このサムネイルから見たいシーンを
選択している。
【０００６】
　ところで、この方法は、列挙されたサムネイルを、映像の内容とは関係なしに抽出する
。このため、この方法は、必ずしも映像の内容を解りやすく示すものではなく、ユーザが
見たいシーンを選べない場合が多い。
【０００７】
　特許文献１は画像検索方法およびその装置である。特許文献１は、映像中の登場人物の
顔に着目し、画像解析処理により映像中の顔をシーン毎に検出し、シーン間で同一人物を
判別し統合することで映像中の登場人物を探索し、探索において画像解析処理により登場
人物の性別や顔の大きさ、顔の向き、表情を検索する方法を提案している。
【０００８】
　特許文献２は、映像シーン情報生成装置であり、特許文献１と同様に同一人物を顔認証
技術により統合し登場人物一覧を生成している。特許文献２は、検出結果の提示を重要人
物に絞り込むことで、シーンで重要な役割をもった登場人物を解り易くしている。このた
め、特許文献２は、家庭用ビデオカメラのように、撮影者が明らかに重要人物を映像の中
心になるように撮影する装置に適用すると、効果がある。
【０００９】
　特許文献３は動画像表示装置および表示方法であり、登場人物を検出して一覧表示する
だけでなく、それぞれの登場回数をカウントすることで回数に応じて表示順位を変えたり
、それぞれの人物が登場するシーンのサムネイルを表示したりすることを提案している。
【特許文献１】特開2001－167110号公報
【特許文献２】特開2007－036540号公報
【特許文献３】特許第3315888号
【発明の開示】
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【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　しかしながら、特許文献１は実際のテレビ番組の処理には精度が不十分で、誤検出や誤
認識が多くなり、同じ人物を他人として多数検出してしまう。また、性別や表情の検出に
精度が不十分なだけでなく、処理量が膨大でコストが極めて高くなる。このため、特許文
献１の機能を家庭用レコーダや携帯端末装置に搭載することは難しい。
【００１１】
　特許文献２も実際のテレビ映像では精度が不十分で、同一人物が多数別人として検出さ
れてしまう。また、テレビ番組の映像において登場人物の映り方は千差万別であり、重要
人物の判定パターンをユーザが選ばなくてはならないことから、特許文献２でシーンの内
容を反映した判り易い検出はできない。特許文献２は、結果として、ユーザの見たいシー
ンが必ずしも重要人物の検出パタ－ンと合わず、見たい人物の割愛を生じさせてしまう。
【００１２】
　また、特許文献３でも、同様に映像中に何度も出てくる人物を同一人物と判別すること
は実際に精度の面で困難である。特許文献３で、映像コンテンツから見たいシーンを選ぶ
場合、ユーザは、必ずしも登場人物の情報だけから選択するのがよいとは限らない。実際
に映像コンテンツの表示把握には時間軸の情報も合わせて判断しているケースが多い。
【００１３】
　具体的に、番組コンテンツの内容を検討する。歌番組は、冒頭でその日の番組内に出演
するアーティスト全員が紹介され、その後、各アーティストのトークと歌があり、エンデ
ィング近くでも出演アーティスト全員にインタビューし、さらに、あるアーティストの歌
の前後に他のアーティストのコメントが入るといった流れが多い。このような番組の流れ
において、ユーザがある特定のアーティストの歌をその直前のコメントシーンから見たい
場合、ユーザは登場人物の代表画像と各シーンのサムネイルだけを基にした探索は難しい
という課題がある。
【００１４】
　本発明はこのような課題に鑑み、家庭用レコーダや携帯端末装置で動作可能な比較的少
ない処理量で、ユーザが見たいシーンを直感的に選び易く、かつ誤検出の少ないコンテン
ツ検索装置およびその表示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】
【００１５】
　本発明は上述の課題を解決するために、動画像の構成要素であるフレーム画像を解析し
、解析した結果から動画像を基に供給される番組ソフトであるコンテンツの内容を検索す
るコンテンツ検索装置において、この装置は、フレーム画像を解析して、解析したフレー
ム画像に含まれる情報を抽出する解析手段と、抽出した情報を時系列的に格納する情報保
存手段と、情報保存手段に蓄積された情報を基に生成される画像を表示する表示手段とを
含み、解析手段は、フレーム画像から登場人物の顔を検出し、検出した顔領域の顔画像を
出力する顔検出手段と、フレーム画像を基に動画像のシーンの切替えを検出する切替検出
手段と、フレーム画像で検出された登場人物それぞれに対する重み情報を算出する重み算
出手段と、情報保存手段に保存された情報を基に供給される動画像のコンテンツの内容を
表現する画像を生成する画像生成手段とを含むことを特徴とする。
【００１６】
　また、本発明は上述の課題を解決するために、動画像の構成要素であるフレーム画像を
解析し、解析した結果から動画像を基に供給される番組ソフトであるコンテンツの内容を
検索し、検索した結果を表示するコンテンツ検索の表示方法において、この方法は、供給
されるフレーム画像を解析して、このフレーム画像から顔を検出し、検出した顔領域の顔
画像を顔に関する解析情報として出力する第１の工程と、検出した顔に関する解析情報を
保存する第２の工程と、フレーム画像を基に動画像のシーンの切替えを検出する第３の工
程と、検出したシーンの切替えに関する解析情報を保存する第４の工程と、フレーム画像
で検出された登場人物それぞれに対する重み情報を算出する第５の工程と、算出した重み
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情報を解析情報として保存する第６の工程と、保存した解析情報を基に供給される動画像
のコンテンツの内容を表現する画像を生成する第７の工程とを含むことを特徴とする。
【発明の効果】
【００１７】
　本発明に係るコンテンツ検索装置によれば、解析手段に顔検出手段、切替検出手段、重
み算出手段および画像生成手段を含み、顔検出手段でフレーム画像を解析し、フレーム画
像から解析情報として顔画像を検出し、切替検出手段でフレーム画像を基に動画像のシー
ンの切替えを検出し、重み算出手段でフレーム画像に検出された登場人物それぞれに対す
る重み情報を算出して、解析し、検出した顔画像、シーン切替えの情報および算出した重
み情報それぞれを時系列的に情報保存手段に格納して、画像生成手段で情報保存手段から
保存した情報を読み出し、読み出した情報を基に供給される動画像のコンテンツの内容を
表現する画像を生成し、生成した画像を表示手段に表示させることにより比較的少ない処
理量で、ユーザが直感的に見たいシーンを選び易く、かつ誤検出を抑制することができる
という効果が得られる。
【００１８】
　本発明に係るコンテンツ検索の表示方法によれば、供給されるフレーム画像を解析して
、このフレーム画像から顔を検出し、検出した顔領域の顔画像を顔に関する解析情報とし
て出力し、検出した顔に関する解析情報を保存し、フレーム画像を基に動画像のシーンの
切替えを検出し、検出したシーンの切替えに関する解析情報を保存し、フレーム画像で検
出された登場人物それぞれに対する重み情報を算出し、算出した重み情報を解析情報とし
て保存し、保存した解析情報を基に供給される動画像のコンテンツの内容を表現する画像
を生成することにより比較的少ない処理量で、ユーザが直感的に見たいシーンを選び易く
、かつ誤検出を抑制することができるという効果が得られる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１９】
　次に添付図面を参照して本発明によるコンテンツ検索装置の一実施例を詳細に説明する
。図１を参照すると、本発明によるコンテンツ検索装置の実施例は、DVD/HDD装置10に適
用し、DVD/HDD装置10は、解析部14に顔検出部22、シーン切替検出部24、重み付け算出部2
6および画像生成部28を含み、顔検出部22でフレーム画像を解析し、フレーム画像から解
析情報として顔画像を検出し、シーン切替検出部24でフレーム画像を基に動画像のシーン
の切替えを検出し、重み付け算出部26でフレーム画像に検出された登場人物それぞれに対
する重み情報を算出して、解析し、検出した顔画像、シーン切替えの情報および算出した
重み情報それぞれを時系列的にストレージ16に格納して、画像生成部28でストレージ16か
ら保存した情報を読み出し、読み出した情報を基に供給される動画像のコンテンツの内容
を表現する画像を生成し、生成した画像をディスプレイ18に表示させることにより比較的
少ない処理量で、ユーザが直感的に見たいシーンを選び易く、かつ誤検出を抑制すること
ができるという効果が得られる。
【００２０】
　本実施例は、本発明のコンテンツ検索装置をDVD/HDD装置10に適用した場合である。本
発明と直接関係のない部分について図示および説明を省略する。以下の説明で、信号はそ
の現れる接続線の参照番号で指示する。
【００２１】
　DVD/HDD装置10は、図１に示すように、画像入力部12、解析部14、ストレージ16および
ディスプレイ18を含む。
【００２２】
　画像入力部12は、映像を入力する機能を有する。画像入力部12は、入力がテレビ場合、
テレビアンテナから得た信号をチューナーでデコード処理したテレビ番組映像が入力され
る。画像入力部12は、DVD/HDDレコーダの場合、内蔵する記憶装置内に以前録画したテレ
ビ番組の記録やDVD媒体で提供される映像コンテンツの再生機能を含むものである。画像
入力部12は、上述した２つの場合両方に対応した機能を有していてもよい。画像入力部12
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には、１フレ－ム毎の静止画像、すなわちフレーム画像を連続して入力される。画像入力
部12は、入力された１フレーム画像20を順次、解析部14に出力する。
【００２３】
　解析部14は、入力画像20に対してフレーム画像を所定の手法で解析し、解析したフレー
ム画像に含まれる情報を抽出する機能を有する。具体的には、顔検出、シーン切替検出、
重み付け算出および解析結果を表示画像の生成制御の機能がある。これに対応して、解析
部14は、顔検出部22、シーン切替検出部24、重み付け算出部26および画像生成部28を含む
。入力画像20は、顔検出部22およびシーン切替検出部24に供給される。
【００２４】
　顔検出部22は、フレーム画像から登場人物の顔を検出し、検出した顔領域の顔画像を出
力する機能を有し、具体的にはフレーム画像毎にフレーム画像を解析し、フレーム画像内
の顔を検出し、検出された顔を複数のフレーム画像にまたがって同一人物であるか否かを
判定し、追跡する機能を有する。この追跡機能は、顔検出部22で「顔」を一度検出した場
合、次のフレーム画像にも似たような位置・大きさに「顔」が検出されると、同一人物と
判断して、結果として顔を追跡するものである。顔検出部22には、フレーム画像20が供給
される。顔検出部22は、検出した顔画像もストレージ16に出力する。また、顔検出部22に
は、シーン切替検出部24からシーンの切替の有無を示す信号30も供給されている。顔検出
部22は、シーン切替検出部24からシーンの切替わりを検出したことを通知された場合、一
旦、すべての顔の追跡を終了して、リセットし、次のフレームから改めて顔を検出し、顔
を追跡する。これにより、顔検出部22はシーン毎に顔を追跡できる。顔の追跡方法は、最
初に検出した顔領域の特微量を抽出し、次のフレーム画像の同一領域付近に同様の特微量
を持つ領域があれば、同一人物に判定し、さらにその特微量でその次のフレーム画像の同
一領域付近を探索するという繰り返しで追跡する方法等が一般的に知られている。
【００２５】
　顔検出部22は、このようにフレーム画像毎における顔を検出し、供給される信号30を基
に複数のフレーム画像にまたがって同一人物であるか否かを判定し、追跡した結果である
解析情報32をストレージ16に出力する。解析情報32は、検出した顔における顔ID（IDenti
fication）、位置、大きさ、登場したフレーム番号および代表顔画像を含む。
【００２６】
　シーン切替検出部24は、フレーム画像を基に供給される動画像におけるシーンの切替え
を検出する機能を有する。この機能は、動画像におけるフレーム画像全体の特徴を前のフ
レーム画像の特徴を比較し、この比較によりシーンの切替わりの有無を判定して、シーン
の切替わりを検出している。実際、シーン切替検出部24は、供給されるフレーム画像20の
特徴からシーンの切替わりを検出する。シーン切替検出部24は、検出した結果であるシー
ン切替の有無を示す信号30を顔検出部22に出力し、シーンの切替わり位置34をストレージ
16および重み付け算出部26に出力する。
【００２７】
　重み付け算出部26は、フレーム画像で検出された登場人物それぞれに対する重み情報を
算出する機能を有する。重み情報は、検出した顔およびシーン切替わりについて得られた
情報を基に、それぞれのシーンにおける登場人物の顔がそれぞれどの程度の重みを持って
いるかを表わす情報である。重み付け算出部26は、シーン切替の有無を示す信号30に応じ
てシーンの主役が誰で、脇役が誰であるかを示す重みまたは度合いを算出し、算出した重
みまたは度合いを重み付け情報36としてストレージ16および画像生成部28に出力する。ま
た、重み付け算出部26には、ストレージ16からたとえば、記録時に格納した時系列の解析
情報38が供給される。解析情報38は、ID、位置、大きさ、登場したフレーム番号および代
表顔画像、ならびにシーンの切替わり位置を含む。
【００２８】
　画像生成部28は、ストレージに保存された解析情報を基に供給される動画像のコンテン
ツの内容を表現する画像を生成する機能を有する。コンテンツの内容は、解析結果の表示
画面または画像を生成することで具体的に表わされる。この機能を実現するため、画像生
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成部28は、図２に示すように、シーンの長さに応じてこのシーンの時間を大きさまたは形
状で表現する画像を生成する画像生成機能部28aと、登場人物における重み情報のうち、
最も大きい登場人物の顔画像を代表顔画像に設定し、代表顔画像を重み情報に応じた大き
さまたは形状で表現する画像を生成する画像生成機能部28bとを含む。画像生成部28は、
解析情報40を基にシーン毎それぞれの解析結果が一目で理解できるように表示画面42を生
成し、生成した表示画面42をディスプレイ18に出力する。
【００２９】
　なお、解析部14は、図示しない制御部の制御により制御される。
【００３０】
　ストレージ16は、供給される解析情報を格納する機能を有する。格納する解析情報は、
検出した顔およびシーン切替わりについての様々な解析情報32、34および36を時系列的に
保持する。ストレージ16は、顔検出部22からの解析情報32、シーン切替検出部24からの解
析情報34および重み付け算出部26からの解析情報36を格納し、解析情報38を重み付け算出
部26に出力し、解析情報40を画像生成部28に出力する。解析情報40は、シーン、顔および
重みの情報を含む。ストレージ16の書込み/読出しも図示しない制御部の制御により制御
される。
【００３１】
　ディスプレイ18は、供給される映像信号を動画像として表示するとともに、解析結果を
ユーザに表示する一般的な表示装置である。ディスプレイ18は、一般に、装置が持つ他の
機能も有する。他の機能とは、たとえば入力する映像の選択、解析結果を表示した後、ユ
ーザが選択した映像の再生を表示する機能である。
【００３２】
　なお、本実施例は、DVD/HDD装置に限定されず、２つの装置を組み合わせたシステムで
もよい。システムは、第１の装置であるパーソナルコンピュータやDVD/HDDレコーダで顔
検出、シーン切替え検出および重み付けを処理し、得られた解析結果情報と映像データを
第２の装置である携帯端末装置に送って、携帯端末装置上で結果画面の生成および表示を
行い、携帯端末装置で映像を再生させてもよい。
【００３３】
　次に本発明に係るコンテンツ検索装置を適用したDVD/HDD装置10の動作について図３お
よび図４を参照しながら、記述する。DVD/HDD装置10は、図３に示すように、映像を画像
入力部12に入力する（ステップS10）。映像は、たとえばテレビ放送を受信した番組であ
ったり、DVDプレーヤで再生した映画であったり、インターネットでストリーム配信され
た映像、またはダウンロードした映像コンテンツであったりしてよい。
【００３４】
　次に画像入力部12は、映像の各フレーム画像にフレーム番号を付与した上で、時系列に
順次、顔検出部22およびシーン切替検出部24に送る（ステップS12）。フレーム番号（ID
）は、単純に時系列に並んだフレーム画像毎に+１ずつ歩進する数値でよい。
【００３５】
　次に供給されるフレーム画像を解析し、解析した情報を抽出する（サブルーチンSUB）
。解析結果は、抽出した解析情報をストレージ16に格納する。
【００３６】
　次に全フレームが終了したか否かを判断する（ステップS14）。全フレームが未終了の
場合（NO）、フレーム画像の取得に戻る（ステップS12へ）。また、全フレームが終了の
場合（YES）、画面の生成に進む（ステップS16へ）。
【００３７】
　画面の生成は、画像生成部28でストレージ16から格納してある解析情報、すなわちシー
ン、顔、重みに関する情報を取得し、解析情報の結果を示す画面を生成する（ステップS1
6）。画面の生成は、画像生成部28の機能を基にシーンの長さに応じてこのシーンの時間
を大きさまたは形状で表現する画像を生成し、登場人物の重み情報のうち、最も大きい登
場人物の顔画像を代表顔画像に設定し、代表顔画像を重み情報に応じた大きさまたは形状
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で表現する画像を生成する。
【００３８】
　次に生成した結果の画面をディスプレイ18に送り、結果の画面を表示する（ステップS1
8）。ユーザは画面上の顔画像やシーンの代表画像を選択することで、そのシーンから映
像を視聴することができる。
【００３９】
　次に解析部14におけるフレーム画像の解析手順について図４を参照しながら記述する。
顔検出部22では、画像入力部12から供給されるフレーム画像20内の顔画像を検出する（サ
ブステップSS10）。顔検出部22は、顔を中心に頭部全体を含む顔領域の位置/大きさを座
標値で示す。顔の検出は、たとえば顔領域を矩形で表し、矩形の右上および左下の２点の
座標で表す方法が最も単純である。このとき、顔検出は、フレーム画像内の顔すべてを検
出してもよいし、処理量やデータ量、最終的に表示される解析結果の表示量を考慮し、検
出する顔の数を絞り込むためにあらかじめ、決められたサイズ以上の顔だけを検出したり
、検出された顔の大きい順に固定数を検出するようにしたりしてもよい。固定数は、たと
えば大きいものから５個が好ましい。
【００４０】
　また、顔の検出方法は、ウェーブレットまたはHaar特徴検出を用いるアルゴリズムが一
般的に知られている。顔の検出方法は、扱う映像の種類や装置の性能によって適切なもの
を選択して使用するとよい。
【００４１】
　さらに、複数の顔を識別する場合、それぞれの顔にユニークな番号で表現される顔IDを
付与する。顔IDは、重複しないように適当な数値を自動的に割り当てればよい。顔検出部
22は、連続するフレーム画像間で同一の顔であるか否かを追跡する。フレーム画像それぞ
れに、同一の顔である場合、同じ顔IDを付与する。これによりある連続するフレーム画像
間で同じ顔が映り続けている場合は、一人の人物として捉えることができる。顔画像は一
人の人物につき一つを割り当て、連続するフレームの顔領域から一つを自動的に選択する
。顔検出部22は、検出した座標値、顔IDおよび顔領域の画像、すなわち顔画像に関する解
析情報32としてストレージ16に供給する。
【００４２】
　次に解析情報32をストレージ16に時系列的に保存する（サブステップSS12）。たとえば
最初に検出したフレーム画像の顔領域は、仮に選択してストレージ16に保存する。以降の
フレーム画像でその人物の顔領域がより大きければ、その大きい顔領域の画像を新たに上
書き保存するという方法がある。この方法によれば、そのシーンでその人物が最も大きく
映った瞬間の画像を顔画像として保存できる。
【００４３】
　顔検出と同時に、同じフレーム画像20は、シーン切替検出部24でシーンの切替えを検出
する（サブステップSS14）。シーン切替検出部24は、受けたフレーム画像20全体の特微量
を抽出し、前のフレーム画像全体の特微量と比較する。
【００４４】
　シーン切替えがあるか否か判断する（サブステップSS16）。判断は、抽出した特徴量が
所定の閾値以上か否かを比較する。
【００４５】
　シーン切替検出部24での検出結果に対する判断が偽（NO）では、シーン切替検出部24は
、類似度が高く、同一シーンと判断し、重み付けの算出に進む（サブステップSS18へ）。
また、抽出した特徴量が所定の閾値より小さい真（YES）では、シーンの切替わりと判断
し、解析情報の保存に進む（サブステップSS20へ）。
【００４６】
　なお、シーン切替検出部24は、映像の最初のフレーム画像では、前フレーム画像がない
ことから、単に新規のシーンIDを生成し、解析情報34をストレージ16に保存するだけであ
る。また、最後のフレームを受け取った場合もシーン切替検出部24はシーンの切替わりと
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判断する。
【００４７】
　次に重み付け算出部26は、結果的にシーン切替わり検出の有無に関わらず、シーンそれ
ぞれに対する顔についての重みを算出する（サブステップSS18）。とくに、シーンの切替
わりを検出した場合、シーン切替の検出を示す信号30を通知し、この通知を受けたとき、
確実に重みを算出する。算出方法には様々な方法がある。
【００４８】
　第１の具体例として重み付け算出部26は、人物毎の顔の大きさを比較する。ストレージ
16には、それぞれの人物における顔領域の大きさが保存されているから、重み付け算出部
26は、各人物のそのシーン内でもっとも大きな顔の大きさを算出し、重み付けする。たと
えば顔領域の長辺の値を顔領域のサイズに用い、最も大きな顔領域のサイズを１に設定し
、これに対する他の顔の大きさを比で表わす。仮にあるシーン内に３人の人物が検出され
たとして、最も顔領域が大きい人の矩形領域の長辺が100画素、２番目の人物が75画素、
３番目の人物が50画素と仮定すると、重みはそれぞれ1.0、0.75、0.50となる。重みは、
長辺の比に限定されるものでなく、短辺の長さ、面積および対角線の長さといった顔領域
の大きさを示す様々な要素を利用するとよい。
【００４９】
　第２の具体例として重み付け算出部26は、人物がシーンに登場する時間と顔領域の積算
値を比較する。重み付け算出部26は、ストレージ16から解析情報38から人物毎にフレーム
画像に存在したかを算出し、シーン内における最も多くのフレームに存在している人物を
１とし、それ以外の人物の存在しているフレーム数の比を算出する。次に第１の具体例で
記述した方法で顔の大きさの比を算出し、人物毎に登場時間比と顔の大きさの比の積を算
出しこれを重みとする。
【００５０】
　このような重み付けの算出は一例であり、これに限定されない。重み付けはそれぞれの
シーン毎に算出するので、最終的に供給される映像の解析処理が終わるとすべてのシーン
について登場人物の重み付けすることになる。ここでは、シーンが切り替わる都度、重み
付けを算出する具体例を示したが、顔検出およびシーン切替わり検出が映像の最後まで終
わってから、まとめて算出してもよいし、顔検出およびシーン切替わり検出を行いながら
、並行して算出してもよい。前者の場合、重み付け算出部26は、ストレージ16から解析情
報38を読み出し、解析の完了したシーンそれぞれの顔に対して重みを算出する場合、重み
付け算出を全フレームの終了判断処理と画像の生成処理の間でまとめて重みを算出すると
よい。
【００５１】
　次にシーン切替検出部24は、シーンの切替わり検出した場合（YES）、シーンIDを更新
し、新しいシーンIDを付与する。シーン切替検出部24は、フレーム番号およびシーンIDを
解析情報34としてストレージ16に保存する（サブステップSS20）。シーン切替検出部24は
、シーンの切替わりを検出したこと、すなわち信号30を顔検出部22に通知し、解析情報34
を重み付け算出部26に通知する。重み付け算出部26は、解析情報34が供給されるとき、シ
ーンの切替わりを検出したと判断するとよい。
【００５２】
　重み付けの算出後、重み付け算出部26は、算出した重みを解析情報36としてストレージ
16に出力し、格納する（サブステップSS22）。この処理後、リターンに進んでサブルーチ
ンを終了する。
【００５３】
　このように解析して、全フレームに対する解析が終わると、画像生成部28は、ストレー
ジ16から解析情報40、すなわちシーン、顔および重みの情報を取得し、解析情報の結果画
面を生成する。
【００５４】
　結果画面の例について図5Aおよび図5Bを示す。生成される解析の結果画面44は、図5Aに
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シーンの長さに応じた大きさ46で表わす。また、結果画面44は、図5Bの場合、シーンの長
さを立体の奥行き48で表わしてもよい。
【００５５】
　さらに、結果画面44においてシーン毎における顔画像の表示は、表示する人物の重みが
一目見て分かるように顔画像の大きさ50または形状を変えて表示する。結果画面44は、表
示するシーンの最も重みのある人物の顔画像を取得したフレーム画像全体をシーンの代表
画像として合わせて表示してもよい。
【００５６】
　なお、本実施例は、シーンとそのシーンに登場する人物の顔画像の長さ/大きさを変え
る場合で示したが、この表示方法に限定されず、表示色を変えたり、表示する明るさを変
えたり、アニメーション表示させてアニメーションの動きを変えたりしてもよい。表示方
法は、ユーザが直感的に示される解析情報が認識できるものであれば、他のどのような表
現方法でもよい。
【００５７】
　また、本実施例は、シーンの特徴表示に人物の顔を特化して示したが、動物、一般的に
特徴的な建物、有名な自然物および風景を検出し、検出したものをそのシーンの登場物体
として画像表示させてもよい。
【００５８】
　このように構成し、比較的少ない処理量で結果画面を生成し、生成した結果画面をディ
スプレイ18に送って、生成した結果画面を表示させることにより、表示後、ユーザは画面
上の顔画像やシーンの代表画像を選択して、直感的に見たいシーンを選択し、ユーザが直
感的に見たいシーンを選び易く、かつ誤検出を抑制して、見たいシーンの映像を迅速に視
聴することができる。さらに、シーン間で同一人物を統合するような高精度の実現が困難
、かつ処理量の多い手段を使わず、家庭用レコーダや携帯端末装置であっても、少ない処
理量でシーン間における同一人物を検出し同一人物を統合できるという効果が得られる。
【図面の簡単な説明】
【００５９】
【図１】本発明に係るコンテンツ検索装置を適用したDVD/HDD装置における概略的な構成
を示すブロック図である。
【図２】図１のDVD/HDD装置における画像生成部の概略的な構成を示す機能ブロック図で
ある。
【図３】図１のDVD/HDD装置におけるコンテンツ検索の動作手順を示すフローチャートで
ある。
【図４】図２のサブルーチンにおける解析の動作手順を示すフローチャートである。
【図５Ａ】図１のディスプレイに表示される結果画面の表示例を示す図である。
【図５Ｂ】図１のディスプレイに表示される結果画面における他の表示例を示す図である
。
【符号の説明】
【００６０】
　10　DVD/HDD装置
　12　画像入力部
　14　解析部
　16　ストレージ
　18　ディスプレイ
　22　顔検出部
　24　シーン切替検出部
　26　重み付け算出部
　28　画像生成部
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【図１】 【図２】

【図３】 【図４】
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【図５Ａ】 【図５Ｂ】
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