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(57)【要約】
　ビデオ監視システムは、ビデオプリミティブを抽出し
、イベント判別子を使用してビデオプリミティブからイ
ベント発生を抽出する。このシステムは、抽出されたイ
ベント発生に基づいて警報といった応答を行うことがで
きる。
【選択図】　図２６
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　入力ビデオ系列を分析し、少なくとも１つのビデオプリミティブを導き出すためのビデ
オ内容分析モジュールと、
　１つ以上のルールに基づいて少なくとも１つのイベントを検出するために前記ビデオ内
容分析モジュールに接続されたイベント推測モジュールと、
　ユーザが前記イベント推測モジュールに関するルールを定義することを可能にするため
に前記イベント推測モジュールに接続されたアプリケーションプログラミングインタフェ
ース（ＡＰＩ）フレームワークと、
を備えるビデオ処理装置。
【請求項２】
　当該ビデオ処理装置の外部のデバイスと前記ＡＰＩフレームワークとの間の通信を容易
にするために前記ＡＰＩフレームワークに接続された通信モジュールを更に備える、請求
項１に記載のビデオ処理装置。
【請求項３】
　前記通信モジュールがインターネットを介した通信を容易にするようになっている、請
求項２に記載のビデオ処理装置。
【請求項４】
　前記ビデオ内容分析モジュールと前記イベント推測モジュールと前記ＡＰＩフレームワ
ークとは、処理サブシステム上でホスト的に機能し、
　当該ビデオ処理装置が、前記処理サブシステムに接続された主要処理システムを更に備
え、
　前記主要処理システムが、
　　前記ビデオ内容分析モジュールと前記イベント推測モジュールと前記ＡＰＩフレーム
ワークとによって与えられるアプリケーションとは異なる少なくとも１つの主要処理アプ
リケーションと、
　　前記装置の外部のデバイスと前記装置との間の通信を容易にするように接続された通
信モジュールとを備える、請求項１に記載のビデオ処理装置。
【請求項５】
　前記処理サブシステムが、ユーザが前記イベント推測モジュールに関してルールを作成
することを可能にするために前記ＡＰＩフレームワークに接続されたルールソフトウエア
開発キット（ＳＤＫ）を更に備える、請求項４に記載のビデオ処理装置。
【請求項６】
　前記ルールＳＤＫが少なくとも１つの完全に形成され、所定のルールを前記ユーザに公
開する、請求項５に記載のビデオ処理装置。
【請求項７】
　前記ルールＳＤＫがルール言語と少なくとも１つの所定のプリミティブ定義とを前記ユ
ーザに公開する、請求項５に記載のビデオ処理装置。
【請求項８】
　前記主要処理システムが前記通信モジュールに接続されたウェブサービスモジュールを
更に備える、請求項４に記載のビデオ処理装置。
【請求項９】
　前記少なくとも１つの主要処理アプリケーションが前記イベント推測モジュールからの
警告を受信するようになっている、請求項４に記載のビデオ処理装置。
【請求項１０】
　前記主要処理アプリケーションが前記警告に応答して当該ビデオ処理装置の少なくとも
１つの機能を制御するようになっている、請求項９に記載のビデオ処理装置。
【請求項１１】
　前記主要処理システムと前記処理サブシステムとは共通のハードウエアプラットフォー
ム上でホスト的に機能する、請求項４に記載のビデオ処理装置。
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【請求項１２】
　前記主要処理システムと前記処理サブシステムとは別々のハードウエアプラットフォー
ム上でホスト的に機能する、請求項４に記載のビデオ処理装置。
【請求項１３】
　前記別々のハードウエアプラットフォームが互いに電気的に接続される、請求項１２に
記載のビデオ処理装置。
【請求項１４】
　請求項２に記載のビデオ処理装置と、
　通信ネットワークとのインタフェースを与えるために前記通信モジュールに接続された
センサと、
を備えるビデオ分析システム。
【請求項１５】
　前記装置から遠く離れて配置され、圧縮されたビデオと警告とからなるグループの少な
くとも１つを受信するために前記ネットワークに接続された警告ユニットを更に備える、
請求項１４に記載のビデオ分析システム。
【請求項１６】
　前記イベント推測モジュールに少なくとも１つのルールを与えるために前記ネットワー
クに接続されたルール管理ツールを更に備える、請求項１４に記載のビデオ分析システム
。
【請求項１７】
　前記イベント推測モジュールによる使用のためのルールをユーザが開発することを可能
にするためのルールユーザインタフェースと、
　前記ルールユーザインタフェースに接続され、前記ネットワークを介した前記センサと
の通信を容易にするためのサポートを含むルールＳＤＫと、
を更に備える、請求項１４に記載のビデオ分析システム。
【請求項１８】
　前記ルールＳＤＫが少なくとも１つの完全に形成され、所定のルールを前記ユーザに公
開する、請求項１７に記載のビデオ分析システム。
【請求項１９】
　前記ルールＳＤＫがルール言語と１つ以上の所定のプリミティブ定義とを前記ユーザに
公開する、請求項１７に記載のビデオ分析システム。
【請求項２０】
　請求項８に記載のビデオ処理装置と、
　前記イベント推測モジュールに関するルールをユーザが作成することを可能にするため
にインターネットを介して前記装置に接続されたデバイスと、
を備えるビデオ分析システム。
【請求項２１】
　少なくとも１つの検出されたビデオプリミティブに基づいてビデオ系列における少なく
とも１つのアクティビティを検出するための少なくとも１つのルールを作成するステップ
と、
　前記少なくとも１つのルールに基づいて前記ビデオ系列内に少なくとも１つのアクティ
ビティが存在するかどうかを検出するステップと、
を備えるビデオ処理方法。
【請求項２２】
　前記検出することが前記少なくとも１つのアクティビティを検出する場合に、少なくと
も１つの警告を生成するステップを更に備える、請求項２１に記載のビデオ処理方法。
【請求項２３】
　前記作成するステップが、
　ルールとルールを作成するための命令とからなるグループの少なくとも１つを、前記少
なくとも１つのアクティビティを検出するための装置の外部のデバイスから前記少なくと



(4) JP 2009-500917 A 2009.1.8

10

20

30

40

50

も１つのアクティビティを検出するための前記装置に伝達する工程を備える、請求項２１
に記載のビデオ処理方法。
【請求項２４】
　コンピュータシステムによって実行されるときに前記コンピュータシステムに請求項２
１に記載のビデオ処理方法を実行させる命令を含むコンピュータ可読媒体。
【請求項２５】
　請求項２４に記載のコンピュータ可読媒体と、
　前記コンピュータ可読媒体に含まれる前記命令を実行するために前記コンピュータ可読
媒体に接続されたコンピュータと、
を備えるビデオ処理システム。
【発明の詳細な説明】
【発明の分野】
【０００１】
　[1]本発明は、ビデオプリミティブを使用する自動的ビデオ監視のためのシステムに関
する。
【参考文献】
【０００２】
　[2]読者の便宜のためにここで参照される参考文献は、下記にリストアップされている
。本明細書では括弧内の数字はそれぞれの参考文献を指す。リストアップされた参考文献
は参照として本明細書に組み込まれている。
【０００３】
　[3]下記の参考文献は動く目標の検出を説明している。
【０００４】
　[4]{1} A. Lipton, H. Fujiyoshi and R. S. Patil, "Moving TargetDetection and Cl
assification from Real-Time Video," Proceedings of IEEEWACV '98, Princeton, NJ, 
1998, pp. 8-14.
【０００５】
　[5]{2} W.E.L. Grimson, et al., "Using Adaptive Tracking toClassify and Monitor
 Activities in a Site", CVPR, pp. 22-29, June 1998.
【０００６】
　[6]{3} AJ. Lipton, H. Fujiyoshi, R.S. Patil, "Moving TargetClassification and 
Tracking from Real-time Video," JUW, pp. 129-136, 1998.
【０００７】
　[7]{4} TJ. Olson and F.Z. Brill, "Moving Object Detection andEvent Recognition
 Algorithm for Smart Cameras," IUW, pp. 159-175, May1997.
【０００８】
　[8]The following references describe detecting and tracking humans:
【０００９】
　[9]{5} A. J. Lipton, "Local Application of Optical Flow toAnalyse Rigid Versus
 Non- Rigid Motion," International Conference onComputer Vision, Corfu, Greece, 
September 1999.
【００１０】
　[10]{6} F. Bartolini, V. Cappellini, and A. Mecocci, "Countingpeople getting i
n and out of a bus by real-time image-sequenceprocessing," IVC, 12(1):36-41, Jan
uary 1994.
【００１１】
　[11]{7} M. Rossi and A. Bozzoli, "Tracking and counting movingpeople," ICIP94,
 pp. 212-216, 1994.
【００１２】
　[12]{8}CR. Wren, A. Azarbayejani, T. Darrell, and A. Pentland,"finder: Realtim
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e tracking of the human body," Vismod, 1995.
【００１３】
　[13]{9} L. Khoudour, L. Duvieubourg, J.P. Deparis, "Real-TimePedestrian Counti
ng by Active Linear Cameras," JEI, 5(4):452-459, October1996.
【００１４】
　[14]{10} S. Ioffe, D.A. Forsyth, "Probabilistic Methods for FindingPeople," IJ
CV, 43(l):45-68, June 2001.
【００１５】
　[15]{11} M. Isard and J. MacCormick, "BraMBLe: A BayesianMultiple-Blob Tracker
," ICCV, 2001.
【００１６】
　[16]The following references describe blob analysis:
【００１７】
　[17]{12} D.M. Gavrila, "The Visual Analysis of Human Movement:A Survey," CVIU,
 73(l):82-98, January 1999.
【００１８】
　[18]{13} Niels Haering and Niels da Vitoria Lobo, "Visual EventDetection," Vid
eo Computing Series, Editor Mubarak Shah, 2001.
【００１９】
　[19]The following references describe blob analysis for trucks,cars, and peopl
e:
【００２０】
　[20]{14} Collins, Lipton, Kanade, Fujiyoshi, Duggins, Tsin,Tolliver, Enomoto, 
and Hasegawa, "A System for Video Surveillance andMonitoring: VSAM Final Report,
" Technical Report CMU-RI-TR-00- 12,Robotics Institute, Carnegie Mellon Universi
ty, May 2000.
【００２１】
　[21]{15} Lipton, Fujiyoshi, and Patil, "Moving TargetClassification and Tracki
ng from Real-time Video," 98 Darpa IUW, Nov. 20-23, 1998.
【００２２】
　[22]The following reference describes analyzing a single-person bloband its co
ntours:
【００２３】
　[23]{16} CR. Wren, A. Azarbayejani, T. Darrell, and A.P. Pentland."Pfinder: Re
al- Time Tracking of the Human Body," PAMI, vol 19, pp.780-784, 1997.
【００２４】
　[24]The following reference describes internal motion of blobs,including any m
otion-based segmentation:
【００２５】
　[25]{17} M. Allmen and C. Dyer, "Long-Range SpatiotemporalMotion Understanding
 Using Spatiotemporal Flow Curves," Proc. IEEE CVPR,Lahaina, Maui, Hawaii, pp. 3
03-309, 1991.
【００２６】
　[26]{18} L. Wixson, "Detecting Salient Motion by AccumulatingDirectionally Con
sistent Flow", IEEE Trans. Pattern Anal. Mach. Intell,vol. 22, pp. 774-781, Aug,
 2000.
【発明の背景】
【００２７】
　[27]公共の場所のビデオ監視は、極めて広く普及してきており、一般の公衆に受け入れ
られてきている。不都合なことに従来のビデオ監視システムは、ビデオ監視データの分析
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において扱い難い問題が結果として生じるほど膨大なデータ量を生成している。
【００２８】
　[28]ビデオ監視データの分析が実行可能であるように、ビデオ監視データの量を削減す
る必要性が存在する。
【００２９】
　[29]ビデオ監視データの所望部分を識別するためにビデオ監視データをフィルタリング
する必要性が存在する。
【発明の概要】
【００３０】
　[30]本発明の目的は、ビデオ監視データの分析が実行され得るように、ビデオ監視デー
タの量を削減することである。
【００３１】
　[31]本発明の目的は、ビデオ監視データの所望部分を識別するために、ビデオ監視デー
タをフィルタリングすることである。
【００３２】
　[32]本発明の目的は、ビデオ監視データからイベントの自動検出に基づいてリアルタイ
ム警報を生成することである。
【００３３】
　[33]本発明の目的は、改善された探索能力のためにビデオ以外の監視センサからのデー
タを統合することである。
【００３４】
　[34]本発明の目的は、改善されたイベント検出能力のためにビデオビデオ以外の監視セ
ンサからのデータを統合することである。
【００３５】
　[35]本発明は、ビデオ監視のための製品、方法、システムおよび装置を含む。
【００３６】
　[36]本発明の製品は、ビデオプリミティブに基づいてビデオ監視システムを動作させる
ためのコードセグメントを備えるビデオ監視システムのためのソフトウエアを備えるコン
ピュータ可読媒体を含む。
【００３７】
　[37]本発明の製品は、アーカイブ保管されたビデオプリミティブにアクセスするための
コードセグメントと、アクセスされたアーカイブ保管ビデオプリミティブからイベント発
生を抽出するためのコードセグメントと、を備えるビデオ監視システムのためのソフトウ
エアを備えるコンピュータ可読媒体を含む。
【００３８】
　[38]本発明のシステムは、本発明にしたがってコンピュータを動作させるためのソフト
ウエアを有するコンピュータ可読媒体を含むコンピュータシステムを含む。
【００３９】
　[39]本発明の装置は、本発明にしたがってコンピュータを動作させるためのソフトウエ
アを有するコンピュータ可読媒体を含むコンピュータを含む。
【００４０】
　[40]本発明の製品は、本発明にしたがってコンピュータを動作させるためのソフトウエ
アを有するコンピュータ可読媒体を含む。
【００４１】
　[41]更に本発明の上記の目的と利点は、本発明によって達成され得るものを例示するも
のであって、網羅するものではない。したがって本発明のこれらおよび他の目的と利点は
、ここに具体化されるように、また当業者にとって明らかであろう任意の変形版を考慮し
て修正されるように、本明細書での説明から明らかになるであろう。
（定義）
【００４２】
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　[42]「ビデオ」は、アナログおよび／またはデジタル形式で表現される動画像を指す。
ビデオの例は、テレビジョン、映画、ビデオカメラまたは他の観測装置からの画像系列、
およびコンピュータ生成の画像系列を含む。
【００４３】
　[43]「フレーム」は、ビデオ内のある特定の画像または他の個別ユニットを指す。
【００４４】
　[44]「対象物」は、ビデオ内の関心のアイテムを指す。対象物の例は、人、車両、動物
および物理的主体を含む。
【００４５】
　[45]「アクティビティ」は、１つ以上の対象物の行動および／または行動の１つ以上の
複合を指す。アクティビティの例は、入場、退場、停止、移動、上昇、下降、成長、およ
び収縮を含む。
【００４６】
　[46]「場所」は、アクティビティが発生し得る空間を指す。場所は、例えばシーンベー
スまたは画像ベースであり得る。シーンベースの場所は、公共の空間；商店；小売空間；
オフィス；倉庫；ホテルの部屋；ホテルのロビー；ビルのロビー；カジノ；バス停；列車
の駅；空港；港；バス；列車；飛行機；および船を含む。画像ベースの場所の例は、ビデ
オ画像；ビデオ画像内の線；ビデオ画像内の領域、ビデオ画像の矩形部分；およびビデオ
画像の多角形部分を含む。
【００４７】
　[47]「イベント」はアクティビティに関わっている１つ以上の対象物を指す。イベント
は、場所および／または時間に関して参照され得る。
【００４８】
　[48]「コンピュータ」は、構造化入力を受け入れ、規定されたルールにしたがって構造
化入力を処理し、処理の結果を出力として生成することができる任意の装置を指す。コン
ピュータの例は：コンピュータ；汎用コンピュータ；スーパーコンピュータ；メインフレ
ーム；スーパーミニコンピュータ；ミニコンピュータ；ワークステーション；マイクロコ
ンピュータ；サーバ；対話型テレビ；コンピュータと対話型テレビの混成組合せ；および
コンピュータおよび／またはソフトウエアをエミュレートする特定用途向けハードウエア
；を含む。コンピュータは、単一のプロセッサまたは同時に、および／または同時にでは
なく動作できる多数のプロセッサを有することができる。コンピュータはまた、コンピュ
ータ間で情報を送信または受信するためのネットワークを介して互いに接続された２つ以
上のコンピュータを指す。このようなコンピュータの例は、ネットワークによってリンク
されたコンピュータを介して情報を処理するための分散コンピュータシステムを含む。
【００４９】
　[49]「コンピュータ可読媒体」は、コンピュータによってアクセス可能なデータを記憶
するために使用される如何なる記憶デバイスをも指す。コンピュータ可読媒体の例は：磁
気ハードディスク；フロッピーディスク；ＣＤ－ＲＯＭおよびＤＶＤといった光ディスク
；磁気テープ；メモリチップ；およびＥメールを送受信する際に、またはネットワークに
アクセスする際に使用されるものといったコンピュータ可読電子データを搬送するために
使用される搬送波；を含む。
【００５０】
　[50]「ソフトウエア」は、コンピュータを動作させるための規定されたルールを指す。
ソフトウエアの例は：ソフトウエア；コードセグメント；命令；コンピュータプログラム
；およびプログラムされた論理；を含む。
【００５１】
　[51]「コンピュータシステム」は、コンピュータを動作させるためのソフトウエアを具
体化するコンピュータ可読媒体をコンピュータが備える、コンピュータを有するシステム
を指す。
【００５２】
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　[52]「ネットワーク」は、通信設備によって接続された多数のコンピュータおよび関連
デバイスを指す。ネットワークは、ケーブルといった永久的接続部または電話または他の
通信リンクを介して行われる接続といった一時的接続部を含む。ネットワークの例は：イ
ンターネットといったいネット；イントラネット；ローカルエリアネットワーク（ＬＡＮ
）；ワイドエリアネットワーク（ＷＡＮ）；およびインターネット、イントラネットとい
ったネットワークの組合せ；を含む。
【００５３】
　[53]本発明の実施形態は、同じ参照数字が同じ特徴要素を指す図面を介して、より詳細
に説明されている。
【発明の詳細な説明】
【００５４】
　[78]本発明の自動ビデオ監視システムは、例えばマーケットリサーチ、またはセキュリ
ティ目的のために場所を監視するためのものである。本システムは、目的を持って構築さ
れた監視構成要素を有する専用のビデオ監視設備であり得るか、あるいは本システムは監
視ビデオ供給をピギーバック送出する既存のビデオ監視装置の改良装置であり得る。この
システムは、生の情報源から、または記録された媒体からのビデオデータを分析すること
ができる。本システムは、ビデオデータをリアルタイムに処理して、後の極めて高速の法
廷的イベント検出を可能にするために抽出されたビデオプリミティブを記憶することがで
きる。記録データといった分析に対する規定された応答を有し、警報機構を起動し、ある
いは別のセンサシステムを起動できる。本システムは、他の監視システム構成要素と統合
することもできる。本システムは、例えば運用者の必要にしたがって注文仕立てされ得る
セキュリティ報告またはマーケットリサーチ報告を作成するために使用可能であり、また
オプションとして対話型ウェブベースインタフェースまたは他の報告機構を介して公開可
能である。
【００５５】
　[79]運用者は、イベント判別子を使用することによってシステムを構成する際の最大限
の柔軟性を与えられる。イベント判別子は、１つ以上の任意の空間属性および／または１
つ以上の任意の時間属性と共に１つ以上の対象物（これの説明はビデオプリミティブに基
づいている）によって識別される。例えば運用者は、イベント判別子（この例では「ぶら
ついている」イベントと呼ばれる）を「１５分より長時間」、そして「午後１０時と午前
６時の間」、「ＡＴＭ（自動預け払い機）」空間内にいる「人」対象物として定義できる
。イベント判別子は、より複雑な問合せを形成するために修正されたブール演算子と組み
合わされることが可能である。
【００５６】
　[80]本発明のビデオ監視システムは、公有財産から周知のコンピュータビジョン技法に
依存するが、本発明のビデオ監視システムは現在利用可能でない幾つかの独自の新規な特
徴を有する。例えば現在のビデオ監視システムは、情報交換の主要な物として大量のビデ
オ画像を使用する。本発明のシステムは、付帯証拠として使用される代表的ビデオ画像を
有する主要物としてビデオプリミティブを使用する。本発明のシステムはまた、較正され
ることが可能であり(手動的、半自動的または自動的に)、その後にビデオ画像からビデオ
プリミティブを自動的に推測できる。本システムは更に、ビデオを完全に再処理すること
を必要とせずに前に処理されたビデオを分析できる。前に処理されたビデオを分析するこ
とによってこのシステムは、前に記録されたビデオプリミティブに基づいて推測分析を実
行でき、これがコンピュータシステムの分析速度を大幅に改善する。
【００５７】
　[81]ビデオプリミティブの使用はまた、ビデオのための記憶要件をかなり減らし得る。
これは、イベント検出および応答サブシステムが検出を説明するためにだけビデオを使用
するからである。その結果、ビデオは低品質で記憶あるいは送信され得る。可能性のある
実施形態ではビデオは、いつもではなくアクティビティが検出されたときにだけ記憶また
は送信され得る。別の可能性のある実施形態では、記憶または送信されるビデオの品質は
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、アクティビティが検出されるかどうかに依存する可能性があり：ビデオはアクティビテ
ィが検出されたときには高品質（より高いフレームおよび/またはビットレート）で、他
の時には低品質で記憶または送信され得る。別の例示的な実施形態では、ビデオ記憶デバ
イスおよびデータベースは別々に、例えばデジタルビデオレコーダ(ＤＶＲ)によって取り
扱われ、またビデオ処理サブシステムは単に、データがどんな品質で記憶されるかを制御
できる。別の実施形態ではビデオ監視システム（またはそれの構成要素）は、デジタルビ
デオカメラ、ネットワークビデオサーバ、ＤＶＲ、またはネットワークビデオレコーダ（
ＮＶＲ）といったビデオ管理デバイス内の処理デバイス（例えば汎用プロセッサ、ＤＳＰ
、マイクロコントローラ、ＡＳＩＣ、ＦＰＧＡ、または他の装置）上に存在することが可
能であり、この装置から流されるビデオの帯域幅は本システムによって調整され得る。高
品質ビデオ（高いビットレートまたはフレームレート）は単に、関心のアクティビティが
検出されたときにだけＩＰビデオネットワークを経由して送信される必要がある。この実
施形態では知的装置からのプリミティブは、単一のカメラネットワークが分散処理を介し
て多目的アプリケーションを提供することを可能にするために、物理的に異なる場所の多
数のアクティビティ推測アプリケーションにネットワークを介して同報され得る。
【００５８】
　[82]図２２は、ビデオ監視システムの一実現形態の１つの構成を示す。ブロック２２１
は、未処理（非圧縮）デジタルビデオ入力を表す。これは、例えばアナログビデオ信号の
アナログツーデジタル捕捉、またはデジタルビデオ信号の復号を介して取得され得る。ブ
ロック２２２は、ビデオ監視システムの主要構成要素（ビデオ内容分析－ブロック２２５
－およびアクティビティ推測－ブロック２２６）を収容するハードウエアプラットフォー
ムを表す。このハードウエアプラットフォームは、オペレーティングシステム（ブロック
２２３）；任意の利用可能な圧縮方式（ＪＰＥＧ、ＭＪＰＥＧ、ＭＰＥＧ１、ＭＰＥＧ２
、ＭＰＥＧ４、Ｈ．２６３、Ｈ．２６４、Ｗａｖｅｌｅｔ、その他任意のもの）を使用し
てビデオストリーミングまたはビデオ記憶のために未処理デジタルビデオを圧縮するビデ
オ符号器（ブロック２２４）；ビデオ、圧縮ビデオ、警告およびビデオプリミティブとい
ったデータを保持するための記憶機構（ブロック２２７）－この記憶デバイスは例えばハ
ードディスク、オンボードＲＡＭ、オンボードＦＬＡＳＨメモリ、または他のメモリ媒体
であり得る；および例えば通信チャネル（ブロック２２９）上での送信のためにデータを
パケット化および／またはデジタル化し得る通信層（ブロック２２８）；といった他の構
成要素を含み得る。
【００５９】
　[83]通信チャネル２２９が接続するネットワークの他のノードには、計算プラットフォ
ーム上に常駐する他のソフトウエア構成要素が存在し得る。ブロック２２１０は、ビデオ
監視ルールを作成するためのユーザインタフェースであるルール管理ツールを示す。ブロ
ック２２１１は、ユーザに警告と報告とを表示するための警告コンソールを示す。ブロッ
ク２２１２は、更なる事後処理のために警告とプリミティブとビデオとを記憶するための
記憶デバイス（例えばＤＶＲ、ＮＶＲ、またはＰＣ）を示す。
【００６０】
　[84]ハードウエアプラットフォーム（ブロック２２２）上の構成要素は、ビデオカメラ
、デジタルビデオカメラ、ＩＰビデオカメラ、ＩＰビデオサーバ、デジタルビデオレコー
ダ（ＤＶＲ）、ネットワークビデオレコーダ（ＮＶＲ）、ＰＣ、ラップトップ、または他
の装置といった任意のビデオ捕捉、処理、または管理デバイス上の如何なる処理ハードウ
エア（汎用プロセッサ、マイクロコントローラ、ＤＳＰ、ＡＳＩＣ、ＦＰＧＡ、または他
の処理デバイス）上でも実現可能である。この構成に関しては多数の異なる可能な動作モ
ードが存在する。
【００６１】
　[85]１つのモードでは、システムは、特定のイベントを探すようにプログラムされる。
これらのイベントが発生すると、通信チャネル（ブロック２２９）を介して他のシステム
へ警告が送信される。
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【００６２】
　[86]別のモードでは、ビデオは、ビデオデバイスがビデオデータを分析している間にこ
のビデオデバイスから流される。イベントが発生すると、通信チャネル（ブロック２２９
）を介して警告が送信される。
【００６３】
　[87]別のモードでは、ビデオ符号化およびストリーミングは、内容分析およびアクティ
ビティ推測によって調整される。アクティビティが存在しない（プリミティブが生成され
ていない）ときには、ビデオは流されない（または低い品質、ビットレート、フレームレ
ート、解像度のビデオが流される）。あるアクティビティが存在する（プリミティブが生
成されている）ときには、高い品質、ビットレート、フレームレート、解像度のビデオが
流される。イベント推測によって関心のイベントが検出されると、極めて高い品質、ビッ
トレート、フレームレート、解像度のビデオが流される。
【００６４】
　[88]別の動作モードでは、情報はオンボード記憶デバイス（ブロック２２７）に記憶さ
れる。記憶されるデータは、デジタルビデオ（未処理または圧縮済み）、ビデオプリミテ
ィブ、警告、または他の情報からなり得る。記憶されるビデオの品質はまた、プリミティ
ブまたは警告の存在によって制御され得る。プリミティブおよび警告が存在するときには
、より高い品質、ビットレート、フレームレート、解像度のビデオが記憶され得る。
【００６５】
　[89]図２３は、ビデオ監視システムの実現形態の別の構成を示す。ブロック２３１は、
未処理（非圧縮）デジタルビデオ入力を表す。これは、例えばアナログビデオ信号のアナ
ログツーデジタル捕捉、またはデジタルビデオ信号の復号、を介して取得され得る。ブロ
ック２３２は、ビデオ監視システム（ブロック２３５）の分析構成要素を収容するハード
ウエアプラットフォームを表す。このハードウエアプラットフォームは、オペレーティン
グシステム（ブロック２３３）；任意の利用可能な圧縮方式（ＪＰＥＧ、ＭＪＰＥＧ、Ｍ
ＰＥＧ１、ＭＰＥＧ２、ＭＰＥＧ４、Ｈ．２６３、Ｈ．２６４、Ｗａｖｅｌｅｔ、その他
任意のもの）を使用してビデオストリーミングまたはビデオ記憶のために未処理デジタル
ビデオを圧縮するビデオ符号器（ブロック２３４）；ビデオ、圧縮ビデオ、警報およびビ
デオプリミティブといったデータを保持するための記憶機構（ブロック２３６）－この記
憶デバイスは例えばハードディスク、オンボードＲＡＭ、オンボードＦＬＡＳＨメモリ、
または他のメモリ媒体であり得る；および例えば通信チャネル（ブロック２３８）上での
送信のためにデータをパケット化および／またはデジタル化し得る通信層（ブロック２３
７）；といった他の構成要素を含み得る。図２３に示された本発明の実施形態では、アク
ティビティ推測構成要素（ブロック２３１１）は、通信チャネル２３８が接続するネット
ワークに接続された別のハードウエア構成要素（ブロック２３９）上に示されている。
【００６６】
　[90]このネットワークの他のノード（ブロック２３９）には、計算プラットフォーム上
に常駐する他のソフトウエア構成要素も存在し得る。ブロック２３１０は、ビデオ監視ル
ールを作成するためのユーザインタフェースであるルール管理ツールを示す。ブロック２
３１２は、ユーザに警告と報告とを表示するための警告コンソールを示す。ブロック２３
１３は、同じハードウエアプラットフォーム上に物理的に配置され得る記憶デバイス（例
えばハードディスク、フロッピーディスク、他の磁気ディスク、ＣＤ、ＤＶＤ、他の光デ
ィスク、ＭＤまたは他の光磁気ディスク、ＲＡＭまたはＦＬＡＳＨ　ＲＡＭといった固体
記憶素子、または他の記憶デバイス）を示すか、または別個の記憶デバイス（例えば外部
ディスクドライブ、ＰＣ、ラップトップ、ＤＶＲ、ＮＶＲ、または他の記憶デバイス）で
あり得る。
【００６７】
　[91]ハードウエアプラットフォーム（ブロック２２２）上の構成要素は、ビデオカメラ
、デジタルビデオカメラ、ＩＰビデオカメラ、ＩＰビデオサーバ、デジタルビデオレコー
ダ（ＤＶＲ）、ネットワークビデオレコーダ（ＮＶＲ）、ＰＣ、ラップトップ、または他
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の装置といった任意のビデオ捕捉、処理、または管理デバイス上の如何なる処理プラット
フォーム（汎用プロセッサ、マイクロコントローラ、ＤＳＰ、ＦＰＧＡ、ＡＳＩＣ、また
は任意の他の処理プラットフォーム）上でも実現可能である。バックエンドハードウエア
プラットフォーム（ブロック２３９）上の構成要素は、ＰＣ、ラップトップ、シングルボ
ードコンピュータ、ＤＶＲ、ＮＶＲ、ビデオサーバ、ネットワークルータ、ハンドヘルド
デバイス（例えばテレビ電話、ポケベルまたはＰＤＡ）といった任意の処理デバイス上の
任意の処理ハードウエア（汎用プロセッサ、マイクロコントローラ、ＤＳＰ、ＦＰＧＡ、
ＡＳＩＣまたは任意の他のデバイス）上で実現可能である。この構成に関しては多数の異
なる可能な動作モードが存在する。
【００６８】
　[92]１つのモードでは、システムは、特定のイベントを探すようにバックエンドデバイ
ス（またはバックエンドデバイスに接続された任意の他の装置）上でプログラムされる。
ビデオ処理プラットフォーム（ブロック２３２）上の内容分析モジュール（ブロック２３
５）は、バックエンド処理プラットフォーム（ブロック２３９）に送信されるプリミティ
ブを生成する。イベント推測モジュール（ブロック２３１１）は、ルールが侵されたかど
うかを決定し、警告コンソール（ブロック２３１２）上に表示され得る、または後の分析
のために記憶デバイス（ブロック２３１３）に記憶され得る警告を生成する。
【００６９】
　[93]別のモードでは、ビデオプリミティブとビデオは、後の分析のためにバックエンド
プラットフォーム上の記憶デバイス（ブロック２３１３）に記憶され得る。
【００７０】
　[94]別のモードでは、記憶されたビデオの品質、ビットレート、フレームレート、解像
度は、警告によって調整され得る。警告があると、ビデオは、より高い品質、ビットレー
ト、フレームレート、解像度で記憶され得る。
【００７１】
　[95]別のモードでは、ビデオプリミティブは後の分析のために通信チャネルを介してビ
デオ処理デバイス（ブロック２３２内のブロック２３６）上に記憶され得る。
【００７２】
　[96]別のモードでは、ビデオ処理デバイス（ブロック２３２内のブロック２３６）上に
記憶されたビデオの品質は、プリミティブの存在によって調整され得る。プリミティブが
存在するとき（何かが発生しているとき）には、記憶されるビデオの品質、ビットレート
、フレームレート、解像度は改善され得る。
【００７３】
　[97]別のモードではビデオは、符号器（２３４）を介してビデオプロセッサから通信チ
ャネル２３８を介してネットワーク上の他の装置に流されることが可能である。
【００７４】
　[98]別のモードでは、ビデオ品質は、内容分析モジュール（２３５）によって調整可能
である。プリミティブが存在しない（何も発生していない）ときにはビデオは流されない
（または低い品質、ビットレート、フレームレート、解像度のビデオが流される）。アク
ティビティが存在するときには、より高い品質、ビットレート、フレームレート、解像度
のビデオが流される。
【００７５】
　[99]別のモードでは、流されるビデオの品質、ビットレート、フレームレート、解像度
は、警告の存在によって調整され得る。バックエンドのイベント推測モジュール（ブロッ
ク２３１１）が関心のイベントを検出すると、このモジュールはビデオ（またはより高い
品質、ビットレート、フレームレート、解像度のビデオ）を要求するビデオ処置構成要素
（ブロック２３２）に信号またはコマンドを送り得る。この要求が受信されると、ビデオ
圧縮構成要素（ブロック２３４）と通信層（ブロック２３７）は、圧縮およびストリーミ
ングパラメータを変更できる。
【００７６】
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　[100]別のモードでは、ビデオ処理デバイス内（ブロック２３２内のブロック２３６）
に記憶されるビデオの品質は警告の存在によって調整され得る。警告がバックエンドプロ
セッサ（ブロック２３９）上のイベント推測モジュール（２３１１）によって生成される
と、このモジュールは、オンボード記憶デバイス（２３８）に記憶されるビデオの品質、
ビットレート、フレームレート、解像度を改善するために通信チャネル（ブロック２３８
）を介してビデオ処理ハードウエア（２３２）にメッセージを送ることができる。
【００７７】
　[101]図２４は、図２３で説明された構成の拡張を示す。ビデオ内容分析とバックエン
ド・アクティビティ推測の機能を分離することによって、後のアプリケーション結合のプ
ロセスを介して多目的知的ビデオ監視システムを使用可能にすることが可能である。知的
カメラの単一ネットワークは、ある組織の異なる部分（異なる物理的場所にある）におけ
るバックエンドアプリケーションを分離するためにビデオプリミティブの単一ストリーム
を同報することができ、また多数の機能を達成できる。これは、プリミティブストリーム
がシーンにおいて進行しているすべてのことに関する情報を含んでおり、特定のアプリケ
ーション領域に結び付けられないので、可能である。図２４に描かれた例は、小売環境に
関連しているが一般的に商店主を例示しており、また他の如何なるアプリケーション分野
にもまた他の如何なる監視機能にも適用可能である。ブロック２４１は、ある施設内の、
または多数の施設に亘る１つ以上のビデオカメラの知的ネットワークを示す。内容分析構
成要素（単数または複数）は、カメラ内、ビデオサーバ内、ネットワークルータ内の処理
デバイス上に、またはＤＶＲ上に、ＮＶＲ上に、ＰＣ上に、ラップトップ上に、またはネ
ットワークに接続された任意の他のビデオ処理デバイス上に、常駐し得る。これらの内容
分析構成要素からプリミティブのストリームは、異なる目的のために使用される物理的に
異なる領域に常駐するバックエンドプロセッサ（ブロック２４２～２４５）上のアクティ
ビティ推測モジュールに標準ネットワークを介して同報される。バックエンドプロセッサ
は、コンピュータ、ラップトップ、ＤＶＲ、ＮＶＲ、ネットワークルータ、ハンドヘルド
デバイス（電話、ポケベル、ＰＤＡ）または他の計算装置内に存在し得る。この分散化に
とって１つの利点は、すべての可能なアプリケーションのためにすべての処理をするよう
にプログラムされなくてはならない中央処理アプリケーションが必要ないということであ
る。別の利点は、ある組織の一部が、ネットワーク内の他の誰もこの情報へのアクセス権
を持たないようにローカルに記憶されたルール上でアクティビティ推測を実行できるほど
安全であることである。
【００７８】
　[102]ブロック２４２では、知的カメラネットワークからのプリミティブストリームは
、境界侵犯、破壊行為があったかどうかを決定するため、および重要な資産を保護するた
めに、物理的セキュリティアプリケーションに関して分析される。これらのアプリケーシ
ョンが単に例示的であって、他の如何なるアプリケーションも可能であることは無論であ
る。
【００７９】
　[103]ブロック２４３では、知的カメラネットワークからのプリミティブストリームは
、荷積みドックを監視し、顧客または従業員の窃盗を警戒し、倉庫を監視し、在庫品を追
跡するために、損失防止アプリケーションに関して分析される。これらのアプリケーショ
ンが単に例示的であって、他の如何なるアプリケーションも可能であることは無論である
。
【００８０】
　[104]ブロック２４４では、知的カメラネットワークからのプリミティブストリームは
、駐車場における人や車の速すぎる動きに関して監視し、人のスリップや転倒を警戒し、
そして施設内または施設の周りの群集を監視するために：公衆安全および損害賠償アプリ
ケーションに関して分析される。これらのアプリケーションが単に例示的であって、他の
如何なるアプリケーションも可能であることは無論である。
【００８１】
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　[105]ブロック２４５では、知的カメラネットワークからのプリミティブストリームは
、待ち行列の長さを見守り、顧客行動を追跡し、行動のパターンを学習し、人々がいない
ときの照明と暖房の制御といったビルディング管理職務を実行するために：ビジネスイン
テリジェンスアプリケーションに関して分析される。これらのアプリケーションが単に例
示的であって、他の如何なるアプリケーションも可能であることは無論である。
【００８２】
　[106]図２５は、ネットワークに接続された多数の可能性のある知的装置を有するネッ
トワーク（ブロック２５１）を示す。ブロック２５２は、ネットワーク上でプリミティブ
を流すことができる内容分析構成要素を内蔵するＩＰカメラである。ブロック２５３は、
直接ルールを用いてプログラムされることができ、ネットワーク警告を直接生成する内容
分析構成要素とアクティビティ推測構成要素の両者を内蔵するＩＰカメラである。ブロッ
ク２５４は、知的構成要素を内蔵しない標準的アナログカメラであるが；このカメラは、
内容分析とアクティビティ推測ばかりでなくビデオのデジタル化と圧縮も実行するＩＰビ
デオ管理プラットフォーム（ブロック２５６）に接続される。このプラットフォームは、
ビュー固有のルールを用いてプログラムでき、ネットワークを介してプリミティブストリ
ームと警告とを送信できる。ブロック２５５は、他の装置からのプリミティブストリーム
を採取して警告を生成できるアクティビティ推測構成要素を有するＤＶＲである。ブロッ
ク２５７は、アクティビティ推測アルゴリズムを内蔵しており、ネットワークからのビデ
オプリミティブを受け入れて警告を表示できる無線ネットワーク通信によって使用可能に
されるハンドヘルドＰＤＡである。ブロック２５８は、アナログまたはデジタルビデオス
トリームを受け入れて内容分析とアクティビティ推測とを実行し、一連の警告コンソール
上に警告を表示できる完全な知的ビデオ分析システムである。
【００８３】
　[107]図２６は、ビデオ監視システムの一実現形態の別の構成を示す。ブロック２６０
１は、ビデオ監視システムの主要構成要素ならびに更なる処理およびインタフェース構成
要素を収容できるハードウエアプラットフォームを表す。ブロック２６０２は、ビデオ監
視システムの主要構成要素（ビデオ内容分析－ブロック２６０３－およびアクティビティ
推測－ブロック２６０４）を収容するハードウエアサブプラットフォームを表し、またこ
れらの構成要素とインタフェースするためのアプリケーションプログラミングインタフェ
ース（ＡＰＩ）、ブロック２６０５を含み得る。未処理（非圧縮）デジタルビデオ入力は
、例えばブロック２６０７においてアナログビデオ信号のアナログツーデジタル捕捉を介
して、またはデジタルビデオ信号の復号を介して取得され得る。ハードウエアプラットフ
ォーム２６０１は、１つ以上の主要デジタル信号プロセッサ（ＤＳＰ）アプリケーション
（ブロック２６０６）；任意の利用可能な圧縮方式（ＪＰＥＧ、ＭＪＰＥＧ、ＭＰＥＧ１
、ＭＰＥＧ２、ＭＰＥＧ４、Ｈ．２６３、Ｈ．２６４、Ｗａｖｅｌｅｔ、その他任意のも
の）を使用してビデオストリーミングまたはビデオ記憶のために、未処理デジタルビデオ
を圧縮するために使用され得るビデオ符号器（ブロック２６０９）；ビデオ、圧縮ビデオ
、警告およびビデオプリミティブといったデータを保持するための記憶機構（図示せず）
－この記憶デバイスは例えばハードディスク、オンボードＲＡＭ、オンボードＦＬＡＳＨ
メモリ、または他のメモリ媒体であり得る；および例えば通信チャネル上での送信のため
にデータをパケット化および／またはデジタル化し得る、図２６ではＴＣＰ／ＩＰスタッ
クとして示されている通信層；といった他の構成要素を含み得る。
【００８４】
　[108]ハードウエアプラットフォーム２６０１は、センサ２６１０に接続され得る。セ
ンサ２６１０は、ハードウエア、ファームウエア、ソフトウエア、またはこれらの組合せ
において実現され得る。センサ２６０１は、ハードウエアプラットフォーム２６０１とネ
ットワーク２６１１との間のインタフェースとして機能し得る。センサ２６１０は、サー
バ層を含み得る、あるいはサーバ層はどこか他のところ、例えばセンサ２６１０とネット
ワーク２６１１との間に、あるいはネットワーク２６１１の一部として実現され得る。
【００８５】
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　[109]ネットワーク２６１１の他のノードには、計算プラットフォーム上に常駐する他
のソフトウエア構成要素が存在し得る。ブロック２６１２は、再びビデオ監視ルールを作
成するためのユーザインタフェースであるルール管理ツールを示す。ブロック２６１３は
、ユーザに警告と報告とを表示するための警告コンソールを示す。
【００８６】
　[110]ハードウエアプラットフォーム（ブロック２６０１）上の構成要素は、ビデオカ
メラ、デジタルビデオカメラ、ＩＰビデオカメラ、ＩＰビデオサーバ、デジタルビデオレ
コーダ（ＤＶＲ）、ネットワークビデオレコーダ（ＮＶＲ）、ＰＣ、ラップトップ、また
は他のデバイスといった任意のビデオ捕捉、処理、または管理デバイス上の如何なる処理
ハードウエア（汎用プロセッサ、マイクロコントローラ、ＤＳＰ、ＡＳＩＣ、ＦＰＧＡ、
または他の処理デバイス）上でも実現可能である。前述のように、この構成に関しては多
数の異なる可能な動作モードが存在する。
【００８７】
　[111]図２６の構成では、警告はＤＳＰレベルで処理され、ＡＰＩフレームワーク２６
０５は警告ＡＰＩサポートを含み得る。これは、装置内の種々のコマンドおよび制御機能
に関する警告の使用をサポートし得る。
【００８８】
　[112]例えば本発明のある幾つかの実施形態では、主要ＤＳＰアプリケーション２６０
６は、警告を取り入れてこの警告をハードウエアプラットフォーム２６０１上で動作する
他のアルゴリズムに送ることができる。これは例えば、起動される人ベースのルール上で
実行される顔認識アルゴリズムであり得る。このような場合、対象物タイプが人であるこ
とを示す対象物フィールドをこの警告が含んでいればハンドオフか行われ得る。
【００８９】
　[113]本発明の幾つかの実施形態で実現可能である別の例は、ビデオ圧縮および／また
はストリーミングを制御するために警告を使用することである。これは例えば、簡単なオ
ン／オフ制御、解像度の制御などであり得る。しかしながら本発明は必ずしもこれらの例
に限定されない。このような制御は、例えば警告の存在に、および／または警告の細部に
基づき得る。
【００９０】
　[114]一般に警告は、画像改善ソフトウエアの制御と、パン・チルト・ズーム（ＰＴＺ
）機能の制御と、他のセンサの制御と、を更に含み得るがこれらに限定されない種々のコ
マンドおよび制御機能のために使用され得る。
【００９１】
　[115]図２７は、ビデオ監視システムの一実現形態の更に別の構成を示す。ブロック２
７０１は、ビデオ監視システムの主要構成要素ならびに更なる処理およびインタフェース
構成要素を収容できるハードウエアプラットフォームを表す。ブロック２７０２は、ビデ
オ監視システムの主要構成要素（ビデオ内容分析－ブロック２７０３－およびアクティビ
ティ推測－ブロック２７０４）を収容するハードウエアサブプラットフォームを表し、ま
たこれらの構成要素とインタフェースするためのアプリケーションプログラミングインタ
フェース（ＡＰＩ）、ブロック２７０５を含み得る。未処理（非圧縮）デジタルビデオ入
力は、例えばブロック２７０７においてアナログビデオ入力のアナログツーデジタル捕捉
を介して、またはデジタルビデオ信号の復号を介して取得され得る。ハードウエアプラッ
トフォーム２７０１は、１つ以上の主要デジタル信号処理（ＤＳＰ）アプリケーション（
ブロック２７０６）；任意の利用可能な圧縮方式（ＪＰＥＧ、ＭＪＰＥＧ、ＭＰＥＧ１、
ＭＰＥＧ２、ＭＰＥＧ４、Ｈ．２６３、Ｈ．２６４、Ｗａｖｅｌｅｔ、その他任意のもの
）を使用してビデオストリーミングまたはビデオ記憶のために、未処理デジタルビデオを
圧縮するために使用され得るビデオ符号器（ブロック２７０９）；ビデオ、圧縮ビデオ、
警告およびビデオプリミティブといったデータを保持するための記憶機構（図示せず）－
この記憶デバイスは例えばハードディスク、オンボードＲＡＭ、オンボードＦＬＡＳＨメ
モリ、または他のメモリ媒体であり得る；および例えば通信チャネル上での送信のために
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データをパケット化および／またはデジタル化し得る、図２７ではＴＣＰ／ＩＰスタック
２７０８として示されている通信層；といった他の構成要素を含み得る。
【００９２】
　[116]ハードウエアプラットフォーム２７０１は、センサ２７１０に接続され得る。セ
ンサ２７１０は、ハードウエア、ファームウエア、ソフトウエア、またはこれらの組合せ
において実現され得る。センサ２７０１は、ハードウエアプラットフォーム２７０１とネ
ットワーク２７１１との間のインタフェースとして機能し得る。センサ２７１０は、サー
バ層を含み得る、あるいはサーバ層はどこか他のところ、例えばセンサ２６１０とネット
ワーク２７１１との間に、あるいはネットワーク２７１１の一部として実現され得る。
【００９３】
　[117]前述のように、ネットワーク２７１１の他のノードには計算プラットフォーム上
に常駐する他のソフトウエア構成要素が存在し得る。ブロック２７１５は、ユーザに警告
と報告とを表示するための警告コンソールを示す。ブロック２７１２は、ルールソフトウ
エア開発キット（ＳＤＫ）２７１３とこのＳＤＫ２７１３のための適切なセンササポート
２７１４とに接続されたパートナールール・ユーザインタフェースを示す。センササポー
ト２７１４は、サーバへの依存性を除去することができ（直ぐ前のパラグラフで論じられ
たように）、したがってこれは独立したＳＤＫ能力を可能にし得る。
【００９４】
　[118]構成要素２７１２～２７１４は、ユーザまたは製造業者がシステムに関するルー
ルを作成することを可能にするために使用されることが可能であり、これは図示のように
イベント推測モジュール２７０４に伝達され得る。構成要素２７１２～２７１４は、例え
ばコンピュータ、ラップトップコンピュータなどといった遠隔装置上でホスト的に機能し
得る。
【００９５】
　[119]ルールＳＤＫ２７１３は、実際には少なくとも２つの異なる形式を取り得る。第
１の形式ではルールＳＤＫ２７１３は、完全に形成されたルール、例えば「人がトリップ
ワイヤを横切る」をユーザに示し得る。このような場合、ユーザは、このようなルールの
上にユーザインタフェース（ＵＩ）を作成する必要があり得る。
【００９６】
　[120]第２の形式ではＳＤＫ２７１３は、基底にあるルール言語および／またはプリミ
ティブ定義をユーザに示し得る。このような場合、ユーザは、彼／彼女自身のルール要素
を作成し得る可能性がある。例えばこのようなルール言語およびプリミティブ定義は、対
象物分類（例えば「トラック」または「動物」）、ビデオトリップワイヤの新しいタイプ
（ビデオトリップワイヤは以下で更に論じられる）、または関心の領域の新しいタイプを
定義するように組み合わされ得る。
【００９７】
　[121]ハードウエアプラットフォーム（ブロック２７０１）上の構成要素は、ビデオカ
メラ、デジタルビデオカメラ、ＩＰビデオカメラ、ＩＰビデオサーバ、デジタルビデオレ
コーダ（ＤＶＲ）、ネットワークビデオレコーダ（ＮＶＲ）、ＰＣ、ラップトップ、また
は他の装置といった任意のビデオ捕捉、処理、または管理デバイス上の如何なる処理ハー
ドウエア（汎用プロセッサ、マイクロコントローラ、ＤＳＰ、ＡＳＩＣ、ＦＰＧＡ、また
は他の処理デバイス）上でも実現可能である。前述のように、この構成に関しては多数の
異なる可能な動作モードが存在する。
【００９８】
　[122]図２８は、ビデオ監視システムの一実現形態の更に別の構成を示す。図２８に示
された構成は、システムがインターネットを介して遠隔装置とインタフェースすることを
可能にするために使用され得る。図２８の構成は概ね、前に論じられた構成と類似してい
るが、幾つかの修正点を有する。ブロック２８０１は、ビデオ監視システムの主要構成要
素ならびに更なる処理およびインタフェース構成要素を収容できるハードウエアプラット
フォームを表す。ブロック２８０２は、ビデオ監視システムの主要構成要素（ビデオ内容
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分析－ブロック２８０３－およびアクティビティ推測－ブロック２８０４）を収容するハ
ードウエアサブプラットフォームを表し、またこれらの構成要素とインタフェースするた
めのアプリケーションプログラミングインタフェース（ＡＰＩ）、ブロック２８０５を含
み得る。ブロック２８０２は、イベント推測モジュール２８０４のための新しいルールの
作成を可能にするためのルールＳＤＫ２８０６を更に含み得る。未処理（非圧縮）デジタ
ルビデオ入力は、例えばブロック２８０９においてアナログビデオ入力のアナログツーデ
ジタル捕捉を介して、またはデジタルビデオ信号の復号を介して取得され得る。ハードウ
エアプラットフォーム２８０１は、１つ以上の主要デジタル信号処理（ＤＳＰ）アプリケ
ーション（ブロック２８０７）；任意の利用可能な圧縮方式（ＪＰＥＧ、ＭＪＰＥＧ、Ｍ
ＰＥＧ１、ＭＰＥＧ２、ＭＰＥＧ４、Ｈ．２６３、Ｈ．２６４、Ｗａｖｅｌｅｔ、その他
任意のもの）を使用してビデオストリーミングまたはビデオ記憶のために、未処理デジタ
ルビデオを圧縮するために使用され得るビデオ符号器（ブロック２８１１）；ビデオ、圧
縮ビデオ、警告およびビデオプリミティブといったデータを保持するための記憶機構（図
示せず）－この記憶デバイスは例えばハードディスク、オンボードＲＡＭ、オンボードＦ
ＬＡＳＨメモリ、または他のメモリ媒体であり得る；および例えば通信チャネル上での送
信のためにデータをパケット化および／またはデジタル化し得る、図２８ではＴＣＰ／Ｉ
Ｐスタック２８１０として示されている通信層；といった他の構成要素を含み得る。図２
８の構成ではハードウエアプラットフォーム２８０１は、ＴＣＰ／ＩＰスタック２８１０
を介してのインターネットベースの装置との通信を容易にするために使用され得るハイパ
ーテキストトランスポートプロトコル（ＨＴＴＰ）ウェブサービスモジュール２８０８を
更に含み得る。
【００９９】
　[123]ハードウエアプラットフォーム（ブロック２８０１）上の構成要素は、ビデオカ
メラ、デジタルビデオカメラ、ＩＰビデオカメラ、ＩＰビデオサーバ、デジタルビデオレ
コーダ（ＤＶＲ）、ネットワークビデオレコーダ（ＮＶＲ）、ＰＣ、ラップトップ、また
は他の装置といった任意のビデオ捕捉、処理、または管理デバイス上の如何なる処理ハー
ドウエア（汎用プロセッサ、マイクロコントローラ、ＤＳＰ、ＡＳＩＣ、ＦＰＧＡ、また
は他の処理デバイス）上でも実現可能である。前述のように、この構成に関しては多数の
異なる可能な動作モードが存在する。
【０１００】
　[124]前に論じられたように、図２８の構成は、インターネットを介しての遠隔装置と
のシステムの対話を可能にするように設計されている。このような遠隔装置はこのように
限定されるべきでないが、図２８はこのような遠隔装置上でホスト的に機能し得るウェブ
ブラウザ２８１２を示す。ウェブブラウザ２８１２を介してユーザは、ルールＳＤＫ２８
０６を使用して新しいルールを作成するためにシステムと通信できる。警告はシステムに
よって生成されることが可能であり、１つ以上の外部装置（図示せず）に伝達され、また
これはインターネットを介して、および／または何らかの他の通信ネットワークまたはチ
ャネルを介して行われ得る。
【０１０１】
　［125］別の例として本発明のシステムは、独自のシステム仕事賦課を与える。装置制
御指令を使用して現在のビデオシステムは、ユーザがビデオセンサを配置することを、あ
る幾つかの精巧な従来システムでは関心のまたは無関心の領域をマスクすることを可能に
する。装置制御指令は、ビデオカメラの位置、方位、および焦点を制御するための命令で
ある。装置制御命令の代わりに本発明のシステムは、主要仕事賦課機構としてビデオプリ
ミティブに基づいてイベント判別子を使用する。イベント判別子とビデオプリミティブと
によって運用者は、システムから有用な情報を抽出するために従来システムより遥かに直
感的に理解できるアプローチを与えられる。「カメラＡは左に４５度パンする」といった
装置制御指令でシステムに仕事を賦課するよりむしろ本発明のシステムは、「人が制限領
域Ａに入る」といったビデオプリミティブに基づいて１つ以上のイベント判別子によって
人間が直感的に理解できる仕方で仕事を賦課され得る。
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【０１０２】
　[126]マーケットリサーチのために本発明を使用する場合、下記は：商店内の人数をカ
ウントする；商店に一部分にいる人数をカウントする；商店内のある特定の場所で立ち止
まる人々をカウントする；人々が商店内でどれほど長く過ごすかを測定する;商店の一部
分において人々がどれほど長く過ごすかを測定する;商店内の列の長さを測定する；とい
った本発明で実行され得るビデオ監視のタイプの例である。
【０１０３】
　[127]セキュリティのために本発明を使用する場合、下記は：いつ誰かが制限領域に入
ったかを決定して関連画像を記憶する；いつ人が異常な時間に、ある領域に入ったかを決
定する；認可されていない可能性のある棚空間と貯蔵空間の変化がいつ起こったかを決定
する；航空機に乗っている旅客がいつコックピットに近づいたかを決定する；いつ人々が
安全口を通ってテールゲート通行するかを決定する；空港に無人のバッグが存在するかど
うかを決定する;および資産の窃盗があるかどうかを決定する;といった本発明で実行可能
であるビデオ監視のタイプの例である。
【０１０４】
　[128]例示的なアプリケーション分野は、例えば人が塀を乗り越えたか、禁止領域に入
ったかどうかを検出すること；誰かが間違った方向に移動している（例えば空港で出口を
通って安全領域に入って行く）かどうかを検出すること；関心の領域内で検出された対象
物の数がＲＦＩＤタグに基づいて、または入場時のカード読取りに基づいて予期される数
と一致しないか、無認可要員の存在を示すかどうかを決定すること；を含み得るアクセス
制御であり得る。これはまた、ビデオ監視システムが人の動きとペットの動きとの間を弁
別し、それによって大部分の誤った警報をなくすことができる住居アプリケーションにお
いても有用であり得る。多くの住居アプリケーションではプライバシーが重要であり得る
ことに留意のこと；例えば自家所有者は他人が離れたところから家を監視すること、家に
何があるか、家の中で何が起きているかを見ることができることを望まない可能性がある
。したがってこのようなアプリケーションで使用されるある幾つかの実施形態では、ビデ
オ処理はローカルに実行されることが可能であり、任意のビデオまたはスナップショット
は、必要なとき（例えば犯罪行為または他の危険な状況の検出時、しかしこれらに限定さ
れない）だけに１つ以上の遠隔監視ステーションに送られ得る。
【０１０５】
　[129]別の例示的なアプリケーション分野は、資産監視であり得る。これは、現場から
ある対象物が持ち去られるかどうか、例えば美術館から芸術品が持ち去られるかどうかを
検出することを意味し得る。小売環境では資産監視は、これに対して幾つかの態様を持つ
ことができ、例えば：１人の人が疑わしいほど多数の所定の品物を取るかどうかを検出す
ること；人が入口を通って出て行くかどうか、特にショッピングカートを押しながらこれ
をするかどうかを決定すること；人が品物にマッチしない値札を貼り付けるかどうか、例
えば最も高価なタイプのコーヒーでバッグを一杯にしているがより低価格のタイプの値札
を使用しているかどうかを決定すること；あるいは人が大きな箱を持って荷積みドックを
去るかどうかを検出すること；を含み得る。
【０１０６】
　[130]別の例示的なアプリケーション分野は、安全目的のためのものであり得る。これ
は例えば：人が例えば商店内または駐車場内で滑って転倒するかどうかを検出すること；
車が駐車場内であまりにも速く運転しているかどうかを検出すること；列車が駅にないと
きに列車または地下鉄の駅のプラットフォームのエッジに近づきすぎているかどうかを検
出すること；人がレールの上にいるかどうかを検出すること；列車が動き始めるときに人
が列車のドアに挟まれているかどうかを検出すること；または、ある施設に出入りする人
々の人数をカウントし、非常の場合に極めて重要であり得る正確な人数を把握すること;
を含み得る。
【０１０７】
　[131]別の例示的なアプリケーション分野は、交通監視であり得る。これは、車両が特
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に橋またはトンネルのような場所で停止したかどうかを検出すること、または車両が駐車
場でない領域に駐車しているかどうかを検出することを含み得る。
【０１０８】
　[132]別の例示的なアプリケーション分野は、テロ防止であり得る。これは前述のアプ
リケーションの幾つかに加えて、ある対象物が空港コンコースに置き去りにされているか
どうか、ある対象物が塀を越えて投げ込まれるかどうか、あるいは対象物が線路上に残さ
れているかどうかを検出すること；重要なインフラストラクチャの周りをぶらついている
人、または巡回している車両を検出すること;または港内で、またはオープン水域で船舶
に接近する高速船を検出すること;を含み得る。
【０１０９】
　[133]別の例示的なアプリケーション分野は、家庭における病人や年配者のケアにあり
得る。これは例えば、人が転ぶかどうかを検出すること；または人が長時間の間、キッチ
ンに入らないというような異常な行動を検出すること；を含み得る。
【０１１０】
　[134]図１は、本発明のビデオ監視システムの平面図を示す。コンピュータシステム１
１は、本発明にしたがってコンピュータ１２を動作させるためのソフトウエアを具体化す
るコンピュータ可読媒体１３を有するコンピュータ１２を備える。コンピュータシステム
１１は、１つ以上のビデオセンサ１４と１つ以上のビデオレコーダ１５と１つ以上の入／
出力（Ｉ／Ｏ）装置１６とに接続される。ビデオセンサ１４はまた、ビデオ監視データの
直接記録のためにビデオレコーダ１５に場合によって接続され得る。コンピュータシステ
ムは、他のセンサ１７に場合によって接続される。
【０１１１】
　[135]ビデオセンサ１４は、ソースビデオをコンピュータシステム１１に与える。各ビ
デオセンサ１４は、例えば直接接続（例えばファイヤワイヤ（ｆｉｒｅｗｉｒｅ）デジタ
ルカメラインタフェース）またはネットワークを使用してコンピュータシステム１１に接
続され得る。ビデオセンサ１４は、本発明の設置に先立って存在し得るか、本発明の一部
として設置され得る。ビデオセンサ１４の例は：ビデオカメラ；デジタルカメラ；カラー
カメラ；モノクロカメラ；カメラ；カムコーダー；ＰＣカメラ；ウェブカメラ；赤外線ビ
デオカメラ；およびＣＣＴＶカメラを含む。
【０１１２】
　[136]ビデオレコーダ１５は、記録のためにコンピュータシステム１１からビデオ監視
データを受信する、および／またはコンピュータシステム１１にソースビデオを与える。
各ビデオレコーダ１５は、例えば直接接続またはネットワークを使用してコンピュータシ
ステム１１に接続され得る。ビデオレコーダ１５は、本発明の設置に先立って存在し得る
か、本発明の一部として設置され得る。コンピュータシステム１１内のビデオ監視システ
ムは、いつ、どんな品質設定でビデオレコーダがビデオを記録するかを制御できる。ビデ
オレコーダ１５の例は：ビデオテープレコーダ；デジタルビデオレコーダ；ネットワーク
ビデオレコーダ；ビデオディスク;ＤＶＤ；およびコンピュータ可読媒体を含む。このシ
ステムはまた、ビデオ符号器とストリーミングプロトコルとを制御することによってネッ
トワーク上を流されるビデオの帯域幅と品質とを調整できる。関心のアクティビティが検
出されると、より高いビットレート、フレームレートまたは解像度の画像が符号化されて
流され得る。
【０１１３】
　[137]Ｉ／Ｏ装置１６は、コンピュータシステム１１に入力を供給し、コンピュータシ
ステム１１から出力を受信する。Ｉ／Ｏ装置１６は、コンピュータシステム１１に仕事を
賦課し、コンピュータシステム１１からの報告を生成するために使用され得る。Ｉ／Ｏ装
置１６の例は：キーボード；マウス；スタイラス；モニタ；プリンタ；別のコンピュータ
システム；ネットワーク;および警報を含む。
【０１１４】
　[138]他のセンサ１７は、コンピュータシステム１１に更なる入力を与える。各他のセ
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ンサ１７は、例えば直接接続またはネットワークを使用してコンピュータシステム１１に
接続される。他のセンサ１７は、本発明の設置に先立って退出し得るか、本発明の一部と
して設置され得る。他のセンサ１７の例は：運動センサ；光トリップワイヤ；生体認証セ
ンサ；ＲＦＩＤセンサ；およびカードベースまたはキーパッドベースの認可システムを含
むが、これらに限定されない。他のセンサ１７の出力は、コンピュータシステム１１、記
録デバイスおよび／または記録システムによって記録され得る。
【０１１５】
　[139]図２は、本発明のビデオ監視システムに関する流れ図を示す。本発明の種々の態
様は、食料品雑貨店を監視することに適用される本発明のビデオ監視システムの例を示す
図１０～１５を参照しながら例示される。
【０１１６】
　[140]ブロック２１では、図１に関して論じられたようにビデオ監視システムがセット
アップされる。各ビデオセンサ１４は、ビデオ監視のためにある場所に向けられる。コン
ピュータシステム１１は、ビデオデバイス１４、１５からのビデオ供給部に接続される。
このビデオ監視システムは、既存の装置またはこの場所のために新しく設置された装置を
使用して実現され得る。
【０１１７】
　[141]ブロック２２で、ビデオ監視システムは較正される。いったんビデオ監視システ
ムがブロック２１で適所に置かれると、較正が行われる。ブロック２２の結果は、ビデオ
センサによって与えられるビデオ画像内の種々の場所における特定の対象物（例えば人）
の近似的な絶対サイズおよび速度を決定するためのビデオ監視システムの能力である。本
システムは、手動較正、半自動較正、および自動較正を使用して較正され得る。較正は、
ブロック２４の論議の後に更に説明される。
【０１１８】
　[142]図２のブロック２３において、ビデオ監視システムは、仕事を賦課される。仕事
賦課は、ブロック２２における較正の後に行われ、任意的である。ビデオ監視システムに
仕事を賦課することは、１つ以上のイベント判別子を指定することを含む。仕事賦課なし
の場合、ビデオ監視システムは、図４のブロック４５におけるように、如何なる措置も取
らずにビデオプリミティブと関連ビデオ画像とを検出してアーカイブ保管することによっ
て作業する。
【０１１９】
　[143]図３は、イベント判別子を決定するようにビデオ監視システムに仕事を賦課する
ための流れ図を示す。イベント判別子は、１つ以上の空間属性および／または１つ以上の
時間属性と場合によって相互作用する１つ以上の対象物を指す。イベント判別子は、ビデ
オプリミティブ（アクティビティ記述メタデータとも呼ばれる）の点から説明される。ビ
デオプリミティブ設計基準の幾つかは、下記：ビデオストリームからリアルタイムに抽出
される能力；ビデオからのすべての関連情報の包含；および表現の簡潔さを含む。
【０１２０】
　[144]ビデオストリームからのビデオプリミティブのリアルタイム抽出は、システムが
リアルタイムに警告を生成し得ることを可能にするために望ましく、またそうするために
はビデオは連続する入力ストリームを供給するので、システムは遅れることができない。
【０１２１】
　[145]ビデオプリミティブはまた、ビデオプリミティブを抽出するときにユーザ定義の
ルールがシステムに知られていないので、ビデオからのすべての関連情報を含むべきであ
る。したがってビデオプリミティブは、ビデオに戻ってビデオを再分析する必要なしに、
ユーザによって指定された如何なるイベントも検出できるための情報を含むべきである。
【０１２２】
　[146]簡潔な表現もまた、多数の理由から望ましい。提案されている発明の１つの目的
は、監視システムの記憶再生時間を延長することであり得る。これは、前に論じられたよ
うにアクティビティの存在に依存する品質でアクティビティ記述メタデータとビデオとを
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記憶することで、絶えず良好な品質のビデオを記憶することを置き換えることによって達
成され得る。したがってビデオプリミティブか簡潔であるほど、より多くのデータが記憶
され得る。更にビデオプリミティブ表現が簡潔であるほど、データアクセスはより高速に
なり、今度はこのことが法機関による捜査を迅速化し得る。
【０１２３】
　[147]ビデオプリミティブの正確な内容は、アプリケーションと可能性のある関心のイ
ベントとに依存し得る。ある幾つかの例示的な実施形態が下記に説明される。
【０１２４】
　[148]ビデオプリミティブの例示的な一実施形態は、全体のシーンとビデオとを記述す
るシーン／ビデオ記述子を含み得る。一般にこれは、シーン、例えばスキー場、群葉、人
工物、水などの外観の詳細な記述；および／または気象条件、例えば降水、霧などの存在
／不在を含み得る。ビデオ監視アプリケーションのために、例えば全体的ビューの変化は
重要であり得る。例示的な記述子は、突然の照明の変化を記述し得る；これらの記述子は
、カメラの動き、特にカメラが動き始めた、または停止したということを指示でき、また
後者の場合にはカメラがカメラの前のビューに、または少なくとも前に知られたビューに
戻ったかどうかを指示し得る;これらの記述子はビデオ供給の品質の変化、例えばビデオ
供給が突然、雑音が多くなったか暗くなったかどうかを指示して、ビデオ供給部をいじっ
たことを指示する；またはこれらの記述子は水域に沿って変化する水位線を示し得る（こ
の後者の問題への特定のアプローチについての更なる情報に関しては、例えば２００４年
１０月１日に出願され、参照として本明細書に組み込まれている同時係属中の米国特許出
願第１０／９５４，４７９号を参照できる）。
【０１２５】
　[149]ビデオプリミティブの別の例示的な実施形態は、ビデオ供給に見られる対象物の
観察可能な属性を指す対象物記述子を含み得る。対象物に関してどのような情報が記憶さ
れるかは、アプリケーション分野と利用可能な処理能力とに依存し得る。例示的な対象物
記述子は、サイズ、形状、周囲、位置、軌跡、運動の速度と方向、運動顕著性とそれの特
徴、色、剛性、テクスチャ、および／または分類を含むが、これらに限定されない一般特
性を含み得る。対象物記述子はまた、何らかのより多くのアプリケーションおよびタイプ
固有の情報を含み得る：人に関してこの対象物記述子は肌色、性別、人種情報の存在と比
率、人の形と姿勢とを記述する人体モデルを含み得る；あるいは車両に関して対象物記述
子はタイプ（例えばトラック、ＳＵＶ、セダン、バイクなど）、作り、モデル、ナンバー
プレート番号を含み得る。対象物記述子はまた、物を運ぶこと、走ること、歩くこと、立
っていること、または腕を上げることを含むがこれらに限定されない行動を含み得る。話
す、戦うまたは衝突するといった幾つかの行動もまた他の対象を指す。対象物記述子はま
た顔または歩き方を含むがこれに限定されない識別情報を含み得る。
【０１２６】
　[150]ビデオプリミティブの別の例示的な実施形態は、ビデオのすべての領域の運動方
向を記述する流れ記述子を含み得る。このような記述子は例えば、禁じられた方向への如
何なる動きも検出することによってパスバックイベントを検出するために使用され得る（
この後者の問題への特定のアプローチについての更なる情報に関しては、例えば２００４
年１月３０日に出願され、参照として本明細書に組み込まれている同時係属中の米国特許
出願第１０／７６６，９４９号を参照できる）。
【０１２７】
　[151]プリミティブはまた、オーディオセンサ、熱センサ、圧力センサ、カードリーダ
ー、ＲＦＩＤタグ、生体認証センサなどといった非ビデオ情報源からも、取得され得る。
【０１２８】
　[152]分類は、特定のカテゴリまたはクラスに属するような対象物の識別を指す。分類
の例は：人；犬；車両；パトカー；個人；および特定のタイプの対象物を含む。
【０１２９】
　[153]サイズは、対象物の寸法的属性を指す。サイズの例は：大きい；中ぐらい；小さ
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い；平べったい；６フィートより高い；１フートより短い；３フィートより幅広い；４フ
ィートより薄い；ほぼ人の大きさ；人より大きい；人より小さい；ほぼ車の大きさ；ピク
セル単位で近似的寸法を有する画像内の矩形；および画像ピクセルの数を含む。
【０１３０】
　[154]位置は、対象の空間属性を指す。位置は、例えばピクセル座標における画像位置
、ある世界座標系における絶対現実世界位置、またはランドマーク（陸標）または他の対
象物に関する位置であり得る。
【０１３１】
　[155]色は、対象物の色彩的属性を指す。色の例は：白色；黒色；灰色；赤色；ＨＳＶ
値の範囲；ＹＵＶ値の範囲；ＲＧＢ値の範囲；平均ＲＧＢ値；平均ＹＵＶ値；およびＲＧ
Ｂ値のヒストグラムを含む。
【０１３２】
　[156]剛性は、対象の形状不変性属性を指す。非剛性対象物（例えば人または動物）の
形状はフレーム間で変化する可能性があるが、剛性対象物（例えば車両または家屋）の形
状はフレーム間で概ね変化せずに留まり得る（おそらく、旋回による僅かな変化を除いて
）。
【０１３３】
　[157]テクスチャは、対象物のパターン属性を指す。テクスチャ特徴の例は：自己相似
性；スペクトルパワー；線形性；および粗さを含む。
【０１３４】
　[158]内部運動は、対象物の剛性の尺度を指す。かなり剛性の対象物の例は、あまり大
きな内部運動量を示さない車である。かなり非剛性の対象物の例は揺れ動く腕と脚とを有
する人であって、これは多量の内部運動を示す。
【０１３５】
　[159]運動は、自動的に検出され得る如何なる動きをも指す。運動の例は：対象物の出
現；対象物の消失；対象物の垂直運動；対象物の水平運動；および対象物の周期運動を含
む。
【０１３６】
　[160]顕著な運動（ｓａｌｉｅｎｔ　ｍｏｔｉｏｎ）は、自動的に検出可能であって、
ある期間の間、追跡され得る如何なる運動をも指す。このような動く対象物は明らかに意
図的な運動を示す。顕著な運動の例は、場所間の移動；および他の対象物と相互作用する
ための動きを含む。
【０１３７】
　[161]顕著な運動の特徴は、顕著な運動の特性を指す。顕著な運動の特徴の例は：軌跡
；画像空間内の軌跡の長さ；環境の３次元表現における軌跡の近似的長さ；画像空間内の
対象物の時間の関数としての位置；環境の３次元表現における対象物の時間の関数として
の近似的位置；軌跡の持続時間；画像空間内の速度（例えば速さと方向）；環境の３次元
的表現における近似的速度（例えば速さと方向）；ある速度の持続時間；画像空間におけ
る速度の変化；環境の３次元表現における速度の近似的変化；速度変化の持続時間；運動
の停止；および運動停止の持続時間を含む。速度は、ある特定の時刻における対象物の速
さと方向とを指す。軌跡は、対象物が追跡されることが可能である限りの間の、またはあ
る期間中のこの対象物に関する１セットの（位置、速度）ペアを指す。
【０１３８】
　[162]シーン変化は、ある時間に亘る変化として検出され得るシーンの如何なる領域を
も指す。シーン変化の例は：シーンを去る静止対象物；シーンに入って静止する対象物；
シーン内で位置を変える対象物；および外観（例えば色、形状またはサイズ）を変える対
象物を含む。
【０１３９】
　[163]シーン変化の特徴は、シーン変化の特性を指す。シーン変化の特徴の例は：画像
空間におけるシーン変化のサイズ；環境の３次元表現におけるシーン変化の近似的サイズ
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；シーン変化が発生した時刻；画像空間におけるシーン変化の位置；および環境の３次元
表現におけるシーン変化の近似的位置を含む。
【０１４０】
　[164]事前定義モデルは、対象物のアプリオリに知られたモデルを指す。事前定義モデ
ルの例は：成人；子供；車両；およびセミトレーラーを含み得る。
【０１４１】
　[165]図１６aは、本発明の一実施形態によるビデオ監視システムの例示的なビデオ分析
部を示す。図１６aにおいて、ビデオセンサ（例えばビデオカメラ、しかしこれに限定さ
れない）１６０１は、ビデオ分析サブシステム１６０３にビデオストリーム１６０２を与
え得る。それからビデオ分析サブシステム１６０３は、プリミティブ記憶デバイス１６０
５に記憶され得るビデオプリミティブを導き出すためにビデオストリーム１６０２の分析
を実行し得る。ビデオプリミティブ記憶デバイス１６０５は、非ビデオプリミティブも同
様に記憶するために使用され得る。ビデオ分析サブシステム１６０３は更に、ビデオ記憶
デバイス１６０４内のビデオストリームの全部または一部を、例えば前に論じられたよう
なビデオの品質および/または量の記憶を制御し得る。
【０１４２】
　[166]ここで図１６ｂを参照すると、いったんビデオプリミティブと、他のセンサが存
在する場合には非ビデオプリミティブとが利用可能になると、システムはイベントを検出
できる。ユーザは、ルールおよび応答定義インタフェース１６２を使用してルール１６３
と、対応する応答１６４とを定義することによってシステムに仕事を賦課する。これらの
ルールはイベント判別子に移され、システムは対応するイベント発生１６５を抽出する。
検出されたイベント発生１６６は、ユーザ定義の応答１６７を起動する。応答は、ビデオ
記憶デバイス１６８（図１６aのビデオ記憶デバイス１６０４と同じであることも、ない
こともあり得る）からの検出イベントのビデオのスナップショットを含み得る。ビデオ記
憶デバイス１６８は、ビデオ監視システムの一部であるか、または別の記録デバイス１５
である可能性もある。応答の例は、下記：システム表示装置上でビジュアルおよび/また
はオーディオ警告を活性化すること；指定場所においてビジュアルおよび/またはオーデ
ィオ警報システムを活性化すること；サイレントアラームを活性化すること；高速応答機
構を活性化すること；ドアを施錠すること；セキュリティサービスに連絡すること；イン
ターネットといった、しかしこれに限定されたいネットワークを介して他のコンピュータ
システムにデータ（例えば画像データ、ビデオデータ、ビデオプリミティブ、および/ま
たは分析データ）を転送すること、または流すこと；このようなデータを指定されたコン
ピュータ可読媒体に保存すること；何か他のセンサまたは監視システムを活性化すること
；コンピュータシステム１１および/または他のコンピュータシステムに仕事を賦課する
こと；および/またはコンピュータシステム１１および/または他のコンピュータシステム
に指図すること；を含み得るが、必ずしもこれらに限定されない。
【０１４３】
　[167]プリミティブデータは、データベースに記憶されるデータと考えられ得る。プリ
ミティブデータにおけるイベント発生を検出するために、効率的な問合せ言語が必要とさ
れる。本発明のシステムの実施形態は、下記に説明されるアクティビティ推測言語を含み
得る。
【０１４４】
　［168]伝統的なリレーショナルデータベース問合せ方式はしばしば、ユーザが種々のタ
イプの記憶データに対して柔軟な問合せを作成することを可能にするためにブール２分木
構造にしたがう。葉ノードは通常、「特性関係値（ｐｒｏｐｅｒｔｙ　ｒｅｌａｔｉｏｎ
ｓｈｉｐ　ｖａｌｕｅ）」という形式になっており、ここで特性（ｐｒｏｐｅｒｔｙ）は
データ（時間または名前といった）の或る基本的特徴であり、関係（ｒｅｌａｔｉｏｎｓ
ｈｉｐ）は通常、数値演算子（「＞」、「＜」、「＝」など）であり、値（ｖａｌｕｅ）
はこの特性に関する値状態である。分岐ノードは通常、「ａｎｄ」（論理積）、「ｏｒ」
（論理和）、「ｎｏｔ」（否定）のような単項または２項ブール論理演算子を表す。
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【０１４５】
　[169]これは、本発明の実施形態におけるように、アクティビティ問合せ定式化方式の
基礎を形成し得る。あるビデオ監視アプリケーションの場合に特性は、サイズ、速さ、色
、分類（人、車）といったビデオストリームにおいて検出される対象物の特徴であり得る
か、あるいは特性はシーン変化特性であり得る。図１７は、このような問合せを使用する
例を与える。図１７ａに、「私にどれか赤い車を見せてください」という問合せ１７１が
提示されている。これは、対象物の分類が車両であるかどうか１７３、またそれの色が主
として赤色であるかどうか１７４をテストする２つの「特性関係値」（または単に「特性
」）問合せに分解されることが可能である。これら２つのサブ問合せは、ブール演算子「
ａｎｄ」１７２によって結合され得る。同様に図１７ｂでは、問合せ「カメラがいつ動き
出すか、停止するかを示してください」は、特性サブ問合せ「カメラを動かし始めてもら
う」１７７と「カメラを停止させてもらう」１７８のブール「ｏｒ」１７６結合として表
され得る。
【０１４６】
　[170]本発明の実施形態は、（１）基本的葉ノードがシーン内の空間的アクティビティ
を記述するアクティビティ検出子によって増強され得る；（２）ブール演算子分岐ノード
が空間的、時間的および対象物の相互関係を指定する修飾子によって増強され得る;とい
う２つの例示的な仕方でこのタイプのデータベース問合せ方式を拡張し得る。
【０１４７】
　[171]アクティビティ検出子は、ビデオシーンの領域に関連する行動に対応する。これ
らの検出子は対象物がシーン内のある場所とどのように相互作用し得るかを記述する。図
１８は、３つの例示的なアクティビティ検出子を示す。図１８ａは、仮想ビデオトリップ
ワイヤを使用して特定の方向に境界を横切る行動を表す（このような仮想ビデオトリップ
ワイヤがどのように実現され得るかについての情報に関しては、例えば米国特許第６，６
９６，９４５号が参照可能である）。図１８ｂは、鉄道線路上をある時間の間ぶらつく行
動を表す。図１８ｃは、壁の一部分からあるものを持ち去る行動を表す（これがどのよう
になされ得るかに対する例示的なアプローチに関しては２００３年１月３０日に出願され
た「Ｖｉｄｅｏ　Ｓｃｅｎｅ　Ｂａｃｋｇｒｏｕｎｄ　Ｍａｉｎｔｅｎａｎｃｅ　－　Ｃ
ｈａｎｇｅ　Ｄｅｔｅｃｔｉｏｎ　＆　Ｃｌａｓｓｉｆｉｃａｔｉｏｎ」（）と題する米
国特許出願第１０／３３１，７７８号が参照可能である）。他の例示的なアクティビティ
検出子は、転倒する人を検出すること、方向または速さを変える人を検出すること、ある
領域に入る人を検出すること、または間違った方向に行く人を検出すること、を含み得る
。
【０１４８】
　[172]図１９は、赤い車がビデオトリップワイヤを横切るかどうか１９１を検出するた
めに、どのようにしてアクティビティ検出子葉ノード（ここではトリップワイヤ横断）が
単純な特性問合せと結合され得るかの例を示す。特性問合せ１７２、１７３、１７４とア
クティビティ検出子１９３はブール「ａｎｄ」演算子１９２によって結合される。
【０１４９】
　[173]問合せを修飾ブール演算子（結合子）と結合させることは、更なる柔軟性を加え
得る。例示的な修飾子は、空間的、時間的、対象物およびカウンタ修飾子を含む。
【０１５０】
　[174]空間修飾子は、シーン内で近い／近くない子供のアクティビティについてだけブ
ール演算子が作用するようにさせ得る（すなわち、例えば図１９のブール演算子の下に示
されたようなブール演算子の増加）。例えば「ａｎｄ－ｗｉｔｈｉｎ　５０　ｐｉｘｅｌ
ｓ　ｏｆ」はアクティビティ間の距離が５０ピクセルより小さい場合にだけ「ａｎｄ」が
当てはまることを意味するために使用され得る。
【０１５１】
　[175]時間修飾子は、互いの指定された時間内に、またはこのような時間外に、または
ある時間の範囲内に、発生する子供のアクティビティについてだけブール演算子が作用す
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るようにさせ得る。イベントの時間順序付けもまた指定され得る。例えば「ａｎｄ－ｆｉ
ｒｓｔ　ｗｉｔｈｉｎ　１０　ｓｅｃｏｎｄｓ　ｏｆ　ｓｅｃｏｎｄ」は第２の子供アク
ティビティが第１の子供アクティビティの後１０秒以内に発生する場合だけに「ａｎｄ」
が当てはまることを意味するために使用され得る。
【０１５２】
　[176]対象物修飾子は、同じ、または異なる対象物に関して発生する子供アクティビテ
ィについてだけブール演算子が作用するようにさせ得る。例えば「ａｎｄ－ｉｎｖｏｌｖ
ｉｎｇ　ｔｈｅ　ｓａｍｅ　ｏｂｊｅｃｔ」は２つの子供アクティビティが同じ特的の対
象物に関連している場合だけに「ａｎｄ」が当てはまることを意味するために使用され得
る。
【０１５３】
　[177]カウンタ修飾子は、条件（単数または複数）が規定された回数、満たされる場合
にだけブール演算子が起動されるようにさせ得る。一般にカウンタ修飾子は、「ａｔ　ｌ
ｅａｓｔ　ｎ　ｔｉｍｅｓ（少なくともｎ回）」、「ｅｘａｃｔｌｙ　ｎ　ｔｉｍｅｓ（
正確にｎ回）」、「ａｔ　ｍｏｓｔ　ｎ　ｔｉｍｅｓ（多くともｎ回）」などといった数
値関係を含み得る。例えば「ｏｒ－ａｔ　ｌｅａｓｔ　ｔｗｉｃｅ（ｏｒ－少なくとも２
回）」は、「ｏｒ」演算子のサブ問合せの少なくとも２つが真でなければならないことを
意味するために使用され得る。カウンタ修飾子の別の使用は、「同じ人が１つの棚から少
なくとも５品目をとる場合に警告する」のようなルールを実現することであり得る。
【０１５４】
　[178]図２０は、結合子を使用する一例を示す。ここでは必要とされるアクティビティ
問合せは、「違法左折をする赤い車を発見する」こと２０１である。違法左折は、アクテ
ィビティ記述子と修飾ブール演算子との結合を介して捕捉され得る。脇道から現れる対象
物１９３を検出するために１つの仮想とリップワイヤが使用され、また道路に沿って左側
を走行する対象物２０５を検出するために別の仮想トリップワイヤが使用され得る。これ
らは、修飾「ａｎｄ」演算子２０２によって結合され得る。標準ブール「ａｎｄ」演算子
は、両アクティビティ１９３、２０５が検出されなくてはならないことを保証する。対象
物修飾子２０３は、同じ対象物が両トリップワイヤを横切ったことをチェックするが、時
間修飾子は、先ず上下のトリップワイヤ１９３が横切られ、それに続いて１０秒以内後に
左右のトリップワイヤの横断が行われたことをチェックする。
【０１５５】
　[179]この例はまた、結合子のパワーを示す。理論的には簡単なアクティビティ検出子
と結合子とに依存せずに、左折に関して別のアクティビティ検出子を定義することは可能
である。しかしながらこの検出子は柔軟ではなく、任意の曲がり角と曲がり方向に適応す
ることを困難にし、またすべての可能性のあるイベントに関して別の検出子に書き込むこ
とは煩わしいであろう。対照的に、結合子と簡単な検出子とを使用することは大きな柔軟
性を与える。
【０１５６】
　[180]より単純なアクティビティの組合せとして検出され得る複雑なアクティビティの
他の例は、駐車する車とこの車から出てくる人、またはテールゲート（密着通り抜け）し
ているグループを形成する大勢の人々を含み得る。これらの結合子はまた、異なるタイプ
またはソースのプリミティブを結合できる。例は、「ライトが消される前に室内の人を示
す」、「先立つカード読取りせずにドアに入る人を示す」または「ＲＦＩＤタグリーダに
よって予測されるより多くの対象物が関心の領域に存在するかどうかを示す」すなわちＲ
ＦＩＤタグを持たない違法な対象物がこの領域内に存在する、といったルールを含み得る
。
【０１５７】
　[181]結合子は、任意の数のサブ問合せを結合でき、またこれは他の結合子を任意の深
さに結合することもできる。図２１ａ、２１ｂに示された例は、車が左折し２１０１、そ
れから右折する２１０４かどうかを検出するためのルールであり得る。左折２１０１は方
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向トリップワイヤ２１０２、２１０３を用いて検出でき、右折２１０４は方向トリップワ
イヤ２１０５、２１０６を用いて検出され得る。左折は、対象物修飾子「同じ」２１１７
と時間修飾子「２１１３より前に２１１２」２１１８とを有する「ａｎｄ」結合子２１１
１に接合されたトリップワイヤ２１０２、２１０３それぞれに対応するトリップワイヤア
クティビティ検出子２１１２、２１１３として表現され得る。同様に右折は、対象物修飾
子「同じ」２１１９と時間修飾子「２１１６より前に２１１５」２１２０とを有する「ａ
ｎｄ」結合子２１１４に接合されたトリップワイヤ２１０５、２１０６それぞれに対応す
るトリップワイヤアクティビティ検出子２１１５、２１１６として表現され得る。同じ対
象物が最初に左折し、それから右折したことを検出するために、左折検出子２１１１と右
折検出子２１１４は、対象物修飾子「同じ」２１２２と時間修飾子「２１１４の前に２１
１１」２１２３とを有する「ａｎｄ」結合子２１２１に接合される。最後に検出された対
象物が車両であることを保証するためにブール「ａｎｄ」演算子２１２５が使用されて左
折・右折検出子２１２１と特性問合せ２１２４とを結合する。
【０１５８】
　[182]これらすべての検出子は場合によって時間属性と結合され得る。時間属性の例は
、１５分ごとに；午後９時と午前６時３０分との間に；５分より短く；３０秒より長く；
週末に亘って；を含む。
【０１５９】
　[183]図２のブロック２４で、ビデオ監視システムが動作させられる。本発明のビデオ
監視システムは、自動的に動作し、シーン内の対象物のビデオプリミティブを検出してア
ーカイブ保管し、イベント判別子を使用してリアルタイムにイベント発生を検出する。更
に警報を起動すること、報告を生成すること、および出力を生成することといった措置が
必要に応じてリアルタイムに取られる。報告と出力は、システムにローカルに、またはイ
ンターネットといったネットワークを介してどこか別の場所に表示および／または記憶さ
れ得る。図４は、ビデオ監視システムを動作させるための流れ図を示す。
【０１６０】
　［184］ブロック４１でコンピュータシステム１１は、ビデオセンサ１４および／また
はビデオレコーダ１５からソースビデオを取得する。
【０１６１】
　[185]ブロック４２で、ソースビデオからリアルタイムにビデオプリミティブが抽出さ
れる。オプションとして非ビデオプリミティブが１つ以上の他のセンサ１７から取得およ
び／または抽出され、本発明で使用され得る。ビデオプリミティブの抽出は図５で示され
る。
【０１６２】
　[186]図５は、ビデオ監視システムに関してビデオプリミティブを抽出するための流れ
図を示す。ブロック５１、５２は、同時に動作し、任意の順序で、または同時に実行され
得る。ブロック５１で、対象物が動きを介して検出される。このブロックのために、ピク
セルレベルでフレーム間の動きを検出するための如何なる動き検出アルゴリズムでも使用
可能である。一例として３フレーム弁別技法が使用可能であり、これは｛１｝で論じられ
ている。検出された対象物はブロック５３に転送される。
【０１６３】
　[187]ブロック５２で、対象物は変化を介して検出される。背景モデルから変化を検出
するための如何なる変化検出アルゴリズムでも、このブロックのために使用可能である。
１フレーム内の１つ以上のピクセルはこのフレームの背景モデルに整合しないので、これ
らのピクセルがこのフレームの前景に在ると思われれば、対象物はこのブロックにおいて
検出される。一例として｛１｝と２０００年１０月２４日に出願された米国特許出願第０
９／６９４，７１２号とに記載されている動的に適応できる背景減算といった確率的背景
モデル化技法が使用可能である。検出された対象物はブロック５３に転送される。
【０１６４】
　[188]ブロック５１の動き検出技法とブロック５２の変化検出技法は、相補的技法であ
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って、各技法は他方の技法の欠陥に有益に取り組んでいる。オプションとしてブロック５
１、５２に関して論じられた技法のために、追加および／または代替の検出方式が使用可
能である。追加および／または代替の検出方式の例は、下記：｛８｝記載されているよう
な人々を発見するためのＰファインダー検出方式；肌色検出方式；顔検出方式；およびモ
デルベースの検出方式；を含む。このような追加および／または代替の検出方式の結果は
ブロック５３に与えられる。
【０１６５】
　[189]オプションとして、ビデオセンサ１４が動き（例えばスイープ（掃引）する、ズ
ーム（拡大縮小）する、および／または平行移動するビデオカメラ）を有するならば、ビ
デオ安定化のための入力をブロック５１、５２に与えるためにブロック５１、５２間のブ
ロックの前に追加ブロックが挿入され得る。ビデオ安定化は、アフィンまたは射影全体運
動補正によって達成され得る。例えば参照として本明細書に組み込まれている、２０００
年７月３日に出願された米国特許出願第０９／６０９，９１９号、現在の米国特許第６，
７３８，４２４号に記載されている画像整列は、ビデオ安定化を取得するために使用可能
である。
【０１６６】
　[190]ブロック５３で、ブロブが生成される。一般にブロブは、フレーム内の任意の対
象物である。ブロブの例は：人または車両といった動く対象物；および１個の家具、衣料
品または小売棚品目といった消費者製品；を含む。ブロブは、ブロック３２、３３からの
検出された対象物を使用して生成される。このブロックのために、ブロブを生成するため
の如何なる技法でも使用可能である。動き検出と変化検出からブロブを生成するための例
示的な技法は、関連構成要素方式を使用する。例えば形態学と関連構成要素アルゴリズム
とが使用可能であって、これは｛１｝に記載されている。
【０１６７】
　[191]ブロック５４で、ブロブは追跡される。ブロブを追跡するための如何なる技法も
、このブロックのために使用可能である。例えばカルマン（Ｋａｌｍａｎ）フィルタリン
グまたはＣＯＮＤＥＮＳＡＴＩＯＮアルゴリズムが使用可能である。別の例として｛１｝
に記載されているようなテンプレートマッチング技法が使用可能である。更なる例として
｛５｝に記載されている多仮説カルマン追跡子が使用可能である。更なる他の例として２
０００年１０月２４日に出願された米国特許出願第０９／６９４，７１２号に記載された
フレーム間追跡技法が使用可能である。食料品雑貨店である場所の例として、追跡され得
る対象物の例は、動く人々と、在庫品目と、ショッピングカートまたはトロリといった在
庫の移動器具と、を含む。
【０１６８】
　[192]オプションとしてブロック５１～５４は、通常のスキルを有する人々に知られて
いるような如何なる検出および追跡方式によっても置き換えられ得る。このような検出お
よび追跡方式の例は｛１１｝に記載されている。
【０１６９】
　［193]ブロック５５で、追跡される対象物の各軌跡は、軌跡が顕著であるかどうかを決
定するために分析される。軌跡が非顕著であれば、軌跡は不安定な動きを示す対象物を表
すか、あるいは不安定なサイズまたは色の対象物を表し、この対応する対象物はシステム
によって拒絶されるか、はもはや分析されない。軌跡が顕著であれば、この軌跡は潜在的
に関心のある対象物を表す。軌跡は、この軌跡に顕著度を適用することによって顕著であ
るか非顕著であるかが決定される。軌跡が顕著または非顕著であることを決定するための
技法は｛１３｝と｛１８｝に記載されている。
【０１７０】
　[194]ブロック５６で各対象物は分類される。各対象物の一般的タイプは、対象物の分
類として決定される。分類は多数の技法によって実行されることが可能であり、このよう
な技法の例は、ニューラルネットワーク分類子を使用すること｛１４｝と、線形判別式（
判別手段）分類子を使用すること｛１４｝と、を含む。分類の例は、ブロック２３に関し
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て論じられたものと同じである。
【０１７１】
　[195]ブロック５７で、ビデオプリミティブはブロック５１～５６からの情報と、必要
に応じて追加の処理と、を使用して識別される。識別されるビデオプリミティブの例は、
ブロック２３に関して論じられたものと同じである。一例としてサイズに関してシステム
は、ビデオプリミティブとしてブロック２２における較正から取得された情報を使用でき
る。較正からシステムは、対象物の近似的サイズを決定するために十分な情報を有する。
別の例としてシステムは、ビデオプリミティブとしてブロック５４から測定されたような
速度を使用できる。
【０１７２】
　[196]ブロック４３で、ブロック４２からのビデオプリミティブはアーカイブ保管され
る。ビデオプリミティブは、コンピュータ可読媒体１３または他のコンピュータ可読媒体
にアーカイブ保管され得る。ビデオプリミティブと共に、ソースビデオからの関連フレー
ムまたはビデオ画像がアーカイブ保管され得る。このアーカイブ保管ステップは任意的で
あって；システムがリアルタイムのイベント検出のためにだけ使用されることになってい
れば、このアーカイブ保管ステップはスキップされ得る。
【０１７３】
　[197]ブロック４４で、イベント判別子を使用してビデオプリミティブからイベント発
生が抽出される。ビデオプリミティブはブロック４２において決定され、イベント判別子
はブロック２３でシステムに仕事を賦課することから決定される。何らかのイベント発生
が起こったかどうかを決定するために、イベント判別子が使用されてビデオプリミティブ
をフィルタリングする。例えばイベント判別子は、午前９時と午後５時との間に、ある領
域内に「間違った道」を行く人によって定義されるような「間違った道」を探しているこ
とが可能である。このイベント判別子は、図５にしたがって生成されたすべてのビデオプ
リミティブをチェックし、下記の特性：午前９時と午後５時との間のタイムスタンプと、
「人」または「人々のグループ」の分類と、この領域内のある位置と、「間違った」運動
方向と、を有する何らかのビデオプリミティブが存在するかどうかを決定する。イベント
判別子はまた、前に論じられたような他のタイプのプリミティブも使用できる、および／
またはイベント発生を検出するために多数のビデオソースからのビデオプリミティブを結
合することもできる。
【０１７４】
　[198]ブロック４５で、必要に応じてブロック４４で抽出された各イベント発生のため
の措置が取られる。図６は、ビデオ監視システムに対して措置を取るための流れ図を示す
。
【０１７５】
　[199]ブロック６１で、イベント発生を検出したイベント判別子によって指図されたよ
うに応答が行われる。あればこれらの応答は、ブロック３４で各イベント判別子に関して
識別される。
【０１７６】
　[200]ブロック６２で、発生した各イベント発生に関してアクティビティレコードが生
成される。アクティビティレコードは、例えば：対象物の軌跡の詳細と；対象物の検出時
刻と；対象物の検出位置と；使用されたイベント判別子の記述または定義と；を含む。ア
クティビティレコードは、イベント判別子によって必要とされる、ビデオプリミティブと
いった情報を含み得る。アクティビティレコードはまた、イベント発生に関係した対象物
（単数または複数）および／または領域（単数または複数）の代表的ビデオ画像または静
止画像を含み得る。アクティビティレコードは、コンピュータ可読媒体に記憶される。
【０１７７】
　[201]ブロック６３で、出力が生成される。この出力は、ブロック４４において抽出さ
れたイベント発生とブロック４１からのビデオソースの直接供給とに基づいている。この
出力は、コンピュータ可読媒体に記憶されるか、コンピュータシステム１１または他のコ
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ンピュータシステムに表示されるか、あるいは他のコンピュータシステムに転送される。
システムが動作すると、イベント発生に関する情報が収集され、この情報はリアルタイム
を含めていつでも運用者によって見られることが可能である。この情報を受信するための
フォーマットの例は：コンピュータシステムのモニタ上の表示と；ハードコピーと；コン
ピュータ可読媒体と；対話型ウェブページと；を含む。
【０１７８】
　[202]この出力は、アナログビデオ伝送手段を介して、またはネットワークビデオスト
リーミングを介して送信されたブロック４１からのソースビデオの直接供給からの表示を
含み得る。例えばソースビデオは、コンピュータシステムのモニタのウィンドウ上に、ま
たは閉回路モニタ上に表示され得る。更に出力は、イベント発生に関連する対象物および
／または領域をハイライト（強調）するために図形でマーク付けされたソースビデオを含
み得る。システムが法的分析モードで動作しているならば、ビデオはビデオレコーダから
来ることができる。
【０１７９】
　[203]この出力は、運用者の要件および／またはイベント発生に基づく、運用者のため
の１つ以上の報告を含み得る。報告の例は：発生したイベント発生の数；イベントが発生
したシーンにおける位置；イベント発生が起こった時間；各イベント発生の代表的画像；
各イベント発生の代表的ビデオ；生の統計データ；イベント発生の統計（例えば、どのく
らいの数、どれくらいの頻度、何処で、何時）；および／または人間可読図形表示；を含
み得る。
【０１８０】
　[204]図１３、１４は、図１５の食料品雑貨店内の通路に関する例示的な報告を示す。
図１３、１３において幾つかの領域はブロック２２で識別され、それにしたがって画像内
でラベル付けされる。図１３内の領域は図１２内の領域と一致しており、図１４内の領域
は異なる領域である。システムは、この領域内に立ち止まる人々を探すように仕事を賦課
される。
【０１８１】
　[205]図１３おいて例示的な報告は、ラベル、図形、統計情報、および統計情報の分析
を含むようにマーク付けされたビデオからの画像である。例えばコーヒーと識別された領
域は、１時間当たり２人という領域内の顧客の平均人数と５秒というこの領域内の平均滞
留時間との統計情報を有する。システムは、この領域を、この領域を通る商業的アクティ
ビティがあまり多く存在しないことを意味する「コールド」領域であると決定した。別の
例としてソーダと識別された領域は、１時間当たり１５人という領域内の顧客の平均人数
と２２秒というこの領域内の平均滞留時間との統計情報を有する。システムは、この領域
を、この領域には多量の商業的アクティビティが存在することを意味する「ホット」領域
であると決定した。
【０１８２】
　[206]図１４おいて例示的な報告は、ラベル、図形、統計情報、および統計情報の分析
を含むようにマーク付けされたビデオからの画像である。例えば通路の後部の領域は、１
時間当たり１４人という顧客の平均人数を持っており、低い交通量を持つと決定される。
別の例として通路の前部の領域は、１時間当たり８３人という顧客の平均人数を持ってお
り、高い交通量を有すると決定される。
【０１８３】
　[207]図１３または図１４について、運用者が何か特定の領域または何か特定の領域に
関してより多くの情報を所望するならば、ポイントアンドクリック・インタフェースは、
システムが検出してアーカイブ保管している領域および／またはアクティビティの代表的
静止画像とビデオ画像とを介して運用者がナビゲートすること可能にする。
【０１８４】
　[208]図１５は、食料品雑貨店内の通路に関する別の例示的な報告を示す。この例示的
な報告は、ラベルと軌跡指示とマーク付けされた画像を記述するテキストとを含むように
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マーク付けされたビデオからの画像を含む。この例のシステムは、領域の数：対象物の軌
跡の長さ、位置および時間；対象物が静止していた時間と場所；運用者によって指定され
たような領域と軌跡との相互関係；および人ではない、１人の人、２人の人々、および３
人以上の人々といった対象物の分類；に関して探索するという仕事を賦課されている。
【０１８５】
　[209]図１５のビデオ画像は、軌跡が記録された時間からのものである。これら３つの
対象物のうち２つの対象物は各々１人の人として分類されており、１つの対象物は人では
ないものとして分類されている。各対象物は、ラベルを、すなわち人ＩＤ１０３２、人Ｉ
Ｄ１０３３および物体ＩＤ３２００１を割り当てられている。人ＩＤ１０３２に関してシ
ステムはこの人がこの領域で５２秒を過ごし、円によって指示された位置で１８秒を過ご
したと決定した。人ＩＤ１０３３に関してシステムはこの人がこの領域で１分８秒を過ご
し、円によって指定された位置で１２秒を過ごしたと決定した。人ＩＤ１０３２と人ＩＤ
１０３３とに関する軌跡はマーク付けされた画像に含まれる。物体ＩＤ３２００１に関し
てシステムはこの物体を更には分析せず、物体の位置をＸで示した。
【０１８６】
　[210]戻って図２のブロック２２を参照すると、較正は、（１）手動的で、（２）ビデ
オセンサまたはビデオレコーダからの画像を使用して半自動的で、（３）ビデオセンサま
たはビデオレコーダからの画像を使用して自動的で、あり得る。画像が必要であれば、コ
ンピュータシステム１１によって分析されるべきソースビデオは較正のために使用された
ソースビデオを取得したビデオセンサからであると仮定される。
【０１８７】
　[211]手動較正のために運用者は、ビデオセンサ１４の各々に関する方位および内部パ
ラメータとこの場所に関する各ビデオセンサ１４の配置とをコンピュータシステム１１に
与える。コンピュータシステム１１は、この場所の地図を場合によって保持でき、またビ
デオセンサ１４の配置は、この地図上で指示されることが可能である。この地図は環境の
２次元的または３次元的表現であり得る。更に手動較正は、システムに対象物の近似的サ
イズと相対的位置とを決定するために十分な情報を与える。
【０１８８】
　[212]代替として、手動較正のために運用者は、人といった知られたサイズの対象物の
外観を表す図形でセンサからのビデオ画像をマーク付けできる。運用者が少なくとも２つ
の場所において１つの画像をマーク付けできれば、システムは近似的カメラ較正情報を推
測できる。
【０１８９】
　[213]半自動および自動較正のために、カメラパラメータまたはシーン形状または配置
の知識は必要とされない。半自動および自動較正からシーン内の種々の領域における対象
物のサイズを近似するためにルックアップテーブルが生成されるか、あるいはカメラの内
部および外部カメラ較正パラメータが推測される。
【０１９０】
　[214]半自動較正に関してビデオ監視システムは、運用者からの入力と結合されたビデ
オソースを使用して較正される。半自動較正されるビデオセンサの視界に１人の人が配置
される。コンピュータシステム１１は、この１人の人に関するソースビデオを受信して、
このデータに基づいて人のサイズを自動的に推測する。この人が見られるビデオセンサの
視界内の場所の数が増やされ、またこの人がビデオセンサの視界内で見られる時間が増や
されると、半自動較正の精度は改善される。
【０１９１】
　[215]図７は、ビデオ監視システムの半自動較正の流れ図を示す。ブロック７１は、典
型的な対象物が種々の軌跡でシーンを通って移動することを除いてブロック４１と同じで
ある。この典型的対象物は、種々の速度を持つことができ、また種々の位置で静止してい
ることができる。例えばこの典型的対象物は、できるだけビデオセンサに近づき、それか
らできるだけビデオセンサから遠ざかる。典型的対象物によるこの運動は、必要に応じて
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繰り返されることが可能である。
【０１９２】
　[216]ブロック７２～７５は、それぞれブロック５１～５４と同じである。
【０１９３】
　[217]ブロック７６において典型的対象物は、シーン全体に亘って監視される。追跡さ
れている単に（または少なくとも最も）安定な対象物はシーン内の較正対象物（シーン内
を移動する典型的対象物）であることが仮定されている。この安定な対象物のサイズは、
これが観察されるシーン内のすべての点に関して収集され、この情報は較正情報を生成す
るために使用される。
【０１９４】
　[218]ブロック７７において典型的対象物のサイズは、シーン全体における異なる領域
に関して識別される。典型的対象物のサイズは、シーン内の種々の領域における同様の対
象物の近似的サイズを決定するために使用される。この情報によって、画像内の種々の領
域における典型的対象物の典型的な見掛けのサイズと一致するルックアップテーブルが生
成されるか、あるいは内部および外部カメラ較正パラメータが推測される。サンプル出力
として画像の種々の領域におけるステッキサイズの人影の表示は、システムが適当な高さ
と決定したものを示している。このようなステッキサイズの人影は、図１１に示されてい
る。
【０１９５】
　[219]自動較正のために、コンピュータシステム１１が各ビデオセンサの視界内の場所
に関する情報を決定する学習フェーズが実行される。自動較正時にコンピュータシステム
１１は、シーンにとって典型的な対象物の統計的に有意なサンプリングを取得し、それに
よって典型的な見掛けのサイズと場所とを推測するために十分である代表的時間（例えば
分、時間または日）の間、その場所のソースビデオを受信する。
【０１９６】
　[220]図８は、ビデオ監視システムの自動較正の流れ図を示す。ブロック８１～８６は
、図７のブロック７１～７６と同じである。
【０１９７】
　[221]ブロック８７においてビデオセンサの視界内の追跡可能な領域が識別される。追
跡可能領域は、対象物が容易に、および／または精確に追跡されることができるビデオセ
ンサの視界内の領域を指す。追跡不能領域は、対象物が容易には、および／または精確に
は追跡されない、および／または追跡することが困難であるビデオセンサの視界内の領域
を指す。追跡不能領域は、不安定または非顕著な領域であると呼ばれ得る。対象物は、こ
の対象物が余りに小さい（例えば所定の閾値より小さい）、または余りに短い時間（例え
ば所定の閾値より短い）の間、現れている、または顕著でない（例えば意図的でない）動
きを示すという理由で追跡困難になり得る。追跡可能領域は、例えば｛１３｝に記載され
た技法を使用して識別され得る。
【０１９８】
　[222]図１０は、食料品雑貨店内の通路に関して決定される追跡可能領域を示す。この
通路の遠端部の領域は、余りに多くの混乱させるもの（ｃｏｎｆｕｓｅｒ）がこの領域に
見えるので非顕著であると決定される。混乱させるものは、追跡方式を混乱させるビデオ
内のあるものを指す。混乱させるものの例は、風に吹かれる葉；雨；部分的に遮断された
対象物；および精確に追跡されるには余りにも短い時間しか見えない対象物；を含む。対
照的にこの通路の近端部の領域は、この領域に関して良好な通り道が決定されるので顕著
であると決定される。
【０１９９】
　[223]ブロック８８において、シーン全体に亘って異なる領域に関して対象物のサイズ
が識別される。対象物のサイズは、シーン内の種々の領域における同様の対象物の近似的
サイズを決定するために使用される。シーン内の位置の関数として対象物の典型的な見掛
けの高さと幅とを決定するために、ヒストグラムまたは統計的中央値を使用するといった
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技法が使用される。シーンの画像の一部において典型的対象物は、典型的な見掛けの高さ
と幅を持つことができる。この情報によって、画像内の種々の領域における典型的対象物
の典型的な見掛けのサイズと一致するルックアップテーブルが生成されるか、あるいは内
部および外部カメラ較正パラメータが推測される。
【０２００】
　［224]図１１は、図１０からの食料品雑貨店の通路における典型的対象物に関して典型
的サイズを識別することを示す。典型的対象物は人々であると仮定されており、したがっ
てラベルによって識別される。人々の典型的サイズは、顕著領域において検出される人々
に関する平均高さと平均幅とのプロットを介して決定される。この例ではプロットＡは平
均的な人の平均身長に関して決定され、プロットＢは１人、２人および３人の平均的幅に
関して決定される。
【０２０１】
　[225]プロットＡに関して、Ｘ軸はブロブの高さをピクセル単位で描いており、Ｙ軸は
発生する、Ｘ軸上で識別されるような特定の高さの事例の数を描いている。プロットＡに
関するラインのピークは、シーン内の指定された領域におけるブロブの最も共通的な高さ
に対応しており、この例ではピークは指定領域内に立っている人の平均高さに対応する。
【０２０２】
　[226]人々がゆるく寄り合ったグループで移動すると仮定すると、プロットＢとしてプ
ロットＡに類似のグラフが幅に関して生成される。プロットＢに関してＸ軸は、ブロブの
幅をピクセル単位で描いており、Ｙ軸は発生する、Ｘ軸上で識別されるような特定の幅の
事例の数を描いている。プロットＢに関するラインのピークは、多数のブロブの平均高さ
に対応している。大抵のグループは単に１人の人を含むと仮定すると、最も大きなピーク
は、指定された領域内の１人の人の平均的幅に対応する最も共通的な幅に対応する。同様
に２番目に大きなピークは、指定された領域内の２人の人々の平均的幅に対応し、３番目
に大きなピークは指定された領域内の３人の人々の平均的幅に対応する。
【０２０３】
　[227]図９は、本発明のビデオ監視システムに関する更なる流れ図を示す。この更なる
実施形態ではシステムは、全ソースビデオを精査することを必要とせずに、例えば追加の
報告を生成するためにイベント判別子を用いて、アーカイブ保管されたビデオプリミティ
ブを分析する。本発明にしたがってビデオソースが処理された後いつでも、このソースビ
デオに関するビデオプリミティブは、図４のブロック４３でアーカイブ保管される。ビデ
オの内容は、ビデオプリミティブだけが精査されて、ビデオソースは再処理されないので
、比較的短時間にこの更なる実施形態で再分析され得る。これは、ビデオ画像データを処
理することが計算的に極めて高価であるのに対して、ビデオから抽出された小さなサイズ
のビデオプリミティブを分析することは計算的に極めて安価であるので、現在の最新技術
のシステムに対して大幅な効率改善をもたらす。一例として下記のイベント判別子が生成
され得る：「最近２ヶ月間で領域Ａに１０分より長く立ち止まる人々の数」。この更なる
実施形態によって、ソースビデオの最近２ヶ月は、精査される必要がない。その代わり最
近２ヶ月からのビデオプリミティブだけが精査される必要があり、これは著しく効率的な
プロセスである。
【０２０４】
　[228]ブロック９１は図２のブロック２３と同じである。
【０２０５】
　[229]ブロック９２において、アーカイブ保管されたビデオプリミティブがアクセスさ
れる。これらのビデオプリミティブは、図４のブロック４３でアーカイブ保管される。
【０２０６】
　[230]ブロック９３、９４は図４のブロック４４、４５と同じである。
【０２０７】
　[231]例示的なアプリケーションとして本発明は、小売陳列の有効性を測定することに
よって小売市場空間を分析するために使用され得る。陳列上の品目と補助品目との両者の
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販売を促進するためにできるだけ目立たせるように努力して、大きな合計金額が小売陳列
に注入される。本発明のビデオ監視システムは、これらの小売陳列の有効性を測定するよ
うに構成可能である。
【０２０８】
　[232]この例示的なアプリケーションに関して本ビデオ監視システムは、所望の小売陳
列の周りの空間の方にビデオセンサの視界を向けることによってセットアップされる。仕
事を賦課するときに運用者は、所望の小売陳列の周りの空間を表す領域を選択する。運用
者は、この領域に入って測定可能な速度の減少を示すか、かなりの時間そこに立ち止まる
人々サイズの対象物を運用者が監視したいと思うことを判別子として定義する。
【０２０９】
　[233]ある時間の間、動作した後にビデオ監視システムは、市場分析に関する報告を与
えることができる。これらの報告は：小売陳列の周りでスローダウンした人々の人数と；
この小売陳列で立ち止まった人々の人数と；どれほどの人数が週末において関心を持った
か、どれほどの人数が夕方において関心を持ったか、といった時間の関数としてこの小売
陳列に興味を持った人々の内訳と;この小売陳列に興味を示した人々のスナップショット
と；を含み得る。このビデオ監視システムから得られたマーケットリサーチ情報は、小売
陳列の有効性の分析理解を改善するために商店からの販売情報と商店からの顧客記録とに
結合され得る。
【０２１０】
　[234]本明細書に論じられた実施形態と例は、非限定的な例である。
【０２１１】
　[235]本発明は好適な実施形態に関して詳細に説明されており、本発明のより広い態様
において本発明から逸脱せずに変更と修正とが行われ得ることは、今や当業者にとって前
述の説明から明らかであろうし、またしたがって本発明は請求項に記載されたように、本
発明の真の精神内に入るようなすべての変更と修正とをカバーするように意図されている
。
【図面の簡単な説明】
【０２１２】
【図１】本発明のビデオ監視システムの平面図を図示している。
【図２】本発明のビデオ監視システムに関する流れ図を図示している。
【図３】本ビデオ監視システムに仕事を賦課するための流れ図を図示している。
【図４】本ビデオ監視システムを動作させるための流れ図を図示している。
【図５】本ビデオ監視システムのためにビデオプリミティブを抽出するための流れ図を図
示している。
【図６】本ビデオ監視システムに対して措置を取るための流れ図を図示している。
【図７】本ビデオ監視システムの半自動較正に関する流れ図を図示している。
【図８】本ビデオ監視システムの自動較正に関する流れ図を図示している。
【図９】本発明のビデオ監視システムに関する更なる流れ図を図示している。
【図１０】食料品雑貨店を監視することに適用された本発明のビデオ監視システムの例を
図示している。
【図１１】食料品雑貨店を監視することに適用された本発明のビデオ監視システムの例を
図示している。
【図１２】食料品雑貨店を監視することに適用された本発明のビデオ監視システムの例を
図示している。
【図１３】食料品雑貨店を監視することに適用された本発明のビデオ監視システムの例を
図示している。
【図１４】食料品雑貨店を監視することに適用された本発明のビデオ監視システムの例を
図示している。
【図１５】食料品雑貨店を監視することに適用された本発明のビデオ監視システムの例を
図示している。
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【図１６ａ】本発明の一実施形態によるビデオ分析サブシステムの流れ図を示している。
【図１６ｂ】本発明の一実施形態によるイベント発生検出および応答サブシステムの流れ
図を示している。
【図１７】例示的なデータベース問合せを示している。
【図１８】本発明の種々の実施形態による３つの例示的なアクティビティ検出子：トリッ
プワイヤ横切り（図１８ａ）と、ぶらつき(図１８ｂ）と、窃盗（図１８ｃ）とを検出す
ることを示している。
【図１９】本発明の一実施形態によるアクティビティ検出子問合せを示している。
【図２０】本発明の一実施形態によるアクティビティ検出子と修飾子を有するブール演算
子とを使用する例示的な問合せを示している。
【図２１ａ】結合子とアクティビティ検出子と特性問合せとの多数のレベルを使用する例
示的な問合せを示している。
【図２１ｂ】結合子とアクティビティ検出子と特性問合せとの多数のレベルを使用する例
示的な問合せを示している。
【図２２】本発明の一実施形態によるビデオ監視システムの例示的な構成を示している。
【図２３】本発明の一実施形態によるビデオ監視システムの別の例示的な構成を示してい
る。
【図２４】本発明の一実施形態によるビデオ監視システムの別の例示的な構成を示してい
る。
【図２５】本発明の実施形態の例示的な構成において使用され得るネットワークを示して
いる。
【図２６】本発明の一実施形態によるビデオ監視システムの例示的な構成を示している。
【図２７】本発明の一実施形態によるビデオ監視システムの例示的な構成を示している。
【図２８】本発明の一実施形態によるビデオ監視システムの例示的な構成を示している。
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