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映像記録装置、シーンチエンジ抽出方法、及び映像音声記録装置

技術分野

０００1 本発明は、映像の記録と並行して映像のシーンチェンジを検出することができる映

像記録装置、及びこの映像記録装置によって実施されるシーンチェンジ抽出方法に

関するものである。また、本発明は、テレビジョン放送番組の録画と並行して、録画さ

れるテレビジョン放送番組の本編の間に挟まれているコマーシヤルメッセージ (C o

e c a essa e)放送の検出を〒ぅことができる映像音声記録装置に関するもの

である。

背景技術

０００2 従来、映像を符号ィビして記録する映像記録装置において、記録した映像から希望

する映像シーンを探し出すためには、早送り又は巻戻しなどの特殊再生を利用しな

がら、人間の目で該当するシーンを探し出しており、非常に多くの時間と労力を費や

す必要があった。

０００3 このよぅな問題を解消するために、映像の場面転換シーン (以後 「シーンチェンジ」

と言ぅ。) を見つけるための方法が提案されてきた (例えば、特許文献 及び2参照 ) 。

特許文献 には、符号化を〒ラエンコーダの前段のプリ映像信号処理装置において

、時間的に前後する2つの映像のヒストグラムの差の絶対値を算出し、算出された絶

対値が所定の閾値を超えた場合にシーンチェンジであると判定する方法が示されて

いる。また、特許文献2 には、既に などのストレージメデイアに蓄積された映像

データを読み出してシーンチェンジを抽出する方法が示されている。

０００4 また、テレビジョン放送は、その内容から「番組本編放送」と「コマーシヤルメッセ一
、ジ放送」に分類することができる。番組本編放送は、映画番組の場合には映画の内

容 自体の映像音声データに基づく放送部分である。一方、コマーシヤルメッセージ放

送は、広告主や広告代理店などの依頼主が放送局と契約を結んで、依頼主から提

供を受けた映像音声データに基づく放送部分であり、番組本編放送の合間に放送さ

れるものである。また、コマーシヤルメッセージ放送には、放送局が 自らの広告宣伝を



するための放送も含まれる。本出願においては、「番組本編放送」を「番組本編」と、「

コマーシャルメッセージ放送」を「C 放送」とも記す。番組本編とC 放送とは、内容

の関連が希薄である場合が多く、番組本編の視聴に集中したい視聴者にとっては、

テレビジョン放送を録画する際又は視聴する際に、C 放送を効率よく削除したい、

又は見飛ばしたい、とする要望がある。

０００5 従来の映像音声記録装置は、テレビジョン放送の音声方式を検出し、検出された

音声方式に基づいて番組本編とC 放送との識別を行っていた。番組本編の音声

方式は、モノラル音声又は二ケ国語音声 (洋画における日本語と英語、など) であるこ

とが多く、また、一般に、C 放送の音声方式は、ステレオ音声であることが多い。こ

のよぅな違いを利用して、ステレオ音声が検出された区間をC 放送区間と判別して

、録画時にはC 放送区間の録画を行わない(すなわち、削除する) 、又は、視聴時

にはC 放送区間を見飛ばす(すなわち、スキップする) 処理を〒ぅよぅにしていた。

０００6 上記従来のC 検出方式は、番組本編の音声方式がC 放送の音声方式と同じス

テレオ音声である場合には、機能しなくなる。この改善策として、番組本編とC 放送

との境界に挿入される「ブラッグフレーム」と呼ばれる全画面黒色のフレーム映像を

検出してC 放送区間を特定する提案がある (例えば、特許文献3参照。) 。また、番

組本編とC 放送との境界に生じる無音区間を検出し、検出された無音区間の出現

間隔からC 放送区間を特定する提案もある (例えば、特許文献4 参照。) 。また、映

像のシーンチェンジの発生頻度を利用してC 放送を抽出する提案もある (特許文

献5 参照 ) 。さらに、視聴時に、ュ一ザ一のボタン操作によって、 5秒などの固定時

間を見飛ばし(すなわち、スキッ )するュ一ザーインターフェースを提供する提案も

ある。

０００7 特許文献 1 特開2００4 8 号公報 (第7頁、図2 )

特許文献2 特開2００2 ０64823 号公報 (第5 頁、図 )

特許文献3 特表平8 ０7633 号公報 (第 2 5 頁、図 )

特許文献4 特開2００3 ０3 号公報 (第5 頁、図 )

特許文献5 特開2０００ 65796 号公報 (第7頁、図 4 )

発明の開示



発明が解決しようとする課題

０００8 しかしながら、特許文献 に示される方法は、エンコーダの前段に設けられたプリ映

像信号処理装置にょってシーンチェンジを検出する方法であるので、ビデオエンコ

ーダからエンコーダまでの構成が一体になっているエンコーダチップセットであって

シーンチェンジ抽出結果を外部に出力しないものを備えた映像記録装置には適用

することができなかった。また、エンコーダチップセットがシーンチェンジ抽出結果を

出力する場合においても、使用するエンコーダチップセットの種類が変わる毎にシー

ンチェンジ抽出結果が変わってしまぅので、エンコーダチップセットの種類が変わる毎

に映像記録装置における調整が必要になるとレづ問題があった。

０００9 また、特許文献2に示される方法は、既に圧縮され 上に記録された映像ストリ

ームからシーンチェンジを検出する方法であるので、記録処理が完了した後に、オフ

ラインで多大な時間のかかる処理を〒ぅ必要があり、実用的ではなかった。

００1０ また、ブラック・フレームを検出してC 放送区間を特定する特許文献3に記載の方

法では、国や地域、又は放送局にょってはブラック・フレームが挿入されていないこと

があるので (実際に、国内放送において、ブラック・フレームの挿入は法令で義務付

けられてはいない 、C 放送区間の日動検出の確度を十分に高くできないとレづ問

題がある。

００11 また、特許文献4又は こ記載の方法では、無音区間やシーンチェンジが番組本

編の中にも多数存在するので、C 放送区間を高精度に特定することは困難である

とレづ問題がある。

００12 さらに、ユーザーのボタン操作にょって 5秒スキップさせる方法では、 5秒の倍数

系列にない既定外の時間長 (例えば、5秒の番組スポット宣伝など)を持つC 放送

には対応することができないとレづ問題がある。

００13 そこで、本発明は、上記従来技術の課題を解決するためになされたものであり、そ

の目的は、映像の記録と並行して映像のシーンチェンジ抽出を〒ぅことができる映像

記録装置及びこの映像記録装置において実施されるシーンチェンジ抽出方法を提

供することである。また、本発明の他の目的は、テレビジョン放送番組の記録と並行し

て、C 放送区間の抽出を可能とする映像音声記録装置を提供することである。



課題を解決するための手段

００14 本発明の映像記録装置は、映像データを符号ィビする符号ィロ手段と、前記符号ィト

手段から出力された符号ィビストリームを記録する記録手段と、前記符号ィロ手段から出

力された符号ィビストリームを前記記録手段に転送するストリーム制御手段と、前記符

号ィロ手段から出力された符号ィビストリームを復号化し、該復号化された映像データの

シーンチェン、ジを抽出する映像変化点抽出手段と、前記符号ィロ手段から符号ィビスト

リームの符号ィロ単位毎に符号ィロ完了通知を取得し、該符号ィロ完了通知を取得したと

きに前記映像変化点抽出手段に対するシーンチェンジ抽出指示を出カする録画制

御手段とを有することを特徴とするものである。

００15 また、本発明のシーンチェン、ジ抽出方法は、符号ィロ手段によって映像データを符

号ィビして符号化ストリームを出カするステップと、前記符号ィビストリームをストリーム制

御手段によって転送して記録手段に記録するステップと、録画制御手段によって前

記符号ィロ手段から符号ィヒストリームの符号ィロ単位毎に符号ィロ完了通知を取得し、該

符号化完了通知を取得したときに映像変化点抽出手段に対するシーンチェン、ジ抽

出指示を出カするステップと、前記映像変化点抽出手段によって、前記符号ィロ手段

から出力された符号ィビストリームを復号ィビし、該復号ィビされた映像データのシーンチ

ェン、ジを抽出するステップとを有することを特徴とするものである。

００16 本発明の映像音声記録装置は、入力された映像・音声データを符号化して符号ィビ

ストリームを出カする符号ィロ手段と、前記符号ィロ手段から出力された符号ィビストリー

ムを記録する記録手段と、前記符号ィロ手段から出力された符号ィビストリームを復号

ィビし、該復号ィビされたデータから映像のシーンチェン、ジを検出する映像変化点検出

手段と、入力された音声データから無音区間を検出する無音検出手段と、前記映像

変化点検出手段によって検出されたシーンチェン、ジと前記無音検出手段によって検

出された無音区間が同時に発生する変移点を検出する変移点検出手段と、前記変

移点検出手段によって検出された変移点の間隔が予め設定された基準時間を中心

とする所定の時間範囲内になる変移点の組み合わせが連続して2つ以上継続する

区間をC 放送区間と判定するC 放送区間判定手段と、前記C 放送区間判定

手段によって判定されたC 放送区間の時刻情報を記録するC 放送区間情報記



録手段とを有することを特徴としている。

発明の効果

００17 本発明の映像記録装置及びシーンチェンジ抽出方法によれば、映像が符号化さ

れる毎にシーンチェンジ抽出処理を〒ぅので、リアルタイムにシーンチェンジの抽出

を〒ぅことができるれづ効果がある。

００18 本発明の映像音声記録装置によれば、放送番組の記録と並行してC 放送区間

検出処理を実行するのでリアルタイムにC 放送区間検出を〒ぅことができるれづ効

果がある。

００19 図 本発明の実施の形態 の映像記録装置の構成を示すブロック図である。

図2 実施の形態 の映像記録装置のシーンチェンジ抽出部の構成を示すブロック図

である。

図3 本発明の実施の形態2の映像記録装置のシーンチェンジコマンド制御部の構

成を示すブロック図である。

図4 実施の形態2の映像記録装置の動作を示すフローチヤートである。

図5 実施の形態2の映像記録装置のシーンチェンジコマンド制御部の 部の動

作を示すフローチヤートである。

図6 実施の形態2の映像記録装置のシーンチェンジコマンド制御部の状態制御部

の動作を示すフローチヤートである。

図7 本発明の実施の形態3の映像記録装置の復号ィロ部の構成を示すブロック図で

ある。

図8 ( )乃至 ( ) は、実施の形態3の映像記録装置の c 係数削減処理を説明

するための図である。

図9 本発明の実施の形態4の映像記録装置の復号ィロ部の構成を示すブロック図で

ある。

図1０本発明の実施の形態5の映像記録装置における 領域を示す図である。

図11 実施の形態5の映像記録装置の動作を示すフローチヤートである。

図12 本発明の実施の形態6の映像音声記録装置の構成を概略的に



図である。

図13 実施の形態6の映像音声記録装置の変移点検出部の動作を示すフローチヤ

ートである。

図14 実施の形態6の映像音声記録装置の変移点スグソクテーブルの一例を示す図

である。

図15 ( )乃至 ( ) は、実施の形態6の映像音声記録装置におけるC 放送区間検

出動作を説明するための図である。

図16 実施の形態6の映像音声記録装置のC 放送区間検出動作を示すフローチ

ヤートである。

図17 ( )乃至 (C) は、本発明の実施の形態7の映像音声記録装置における変移

点検出方法を示す図である。

図18 本発明の実施の形態8の映像音声記録装置におけるC 間の無音時間長の

測定結果を示すグラフである。

図19 実施の形態8の映像音声記録装置においてC から番組本編に移行するとき

の無音時間長の測定結果を示すグラフである。

図2０実施の形態8の映像音声記録装置における、無音時間長を利用したC 放送

区間検出動作を示すフローチヤートである。

図2 1 本発明の実施の形態9の映像音声記録装置における、シーンチェンジ差異値

を利用したC 放送区間検出動作を示すフローチヤートである。

図22 実施の形態9の映像音声記録装置における、シーンチェンジ差異値を利用し

たC 放送区間検出動作を説明するための図である。

図23 実施の形態 ０の映像音声記録装置における動作を説明するための図である

符号の説明

００映像記録装置、 ０ 符号ィロ部、 ０2 録画制御部、 ０3 ストリーム制

御部、 ０4 ストリームバッファ、 ０5 ０シーンチェンジ抽出部、

皿 復号ィロ部、 2 ヒストグラム生成器、 3 第 のヒストグラムバッファ、 4

第2のヒストグラムバッファ、 5 差分抽出器、 6 シーンチェンジ判定器、



2０シーンチェンジコマンド制御部、 2 P 部、 2 2 コマンドバッファ、 2

3 シーンチェンジ抽出結果バッファ、 24 状態制御部、 3０ 画素サイズ検出

部、 3０2 次数決定部、 3０3 C 係数抽出部、 3０4 C 部、 3０5 画像

整形部、 3０6 使用スライス決定部、 3０7 ヘッダ検出部、 3０8 逆量子ィロ部、

アンテナ、 2 チューナ、 3 ビデオ 変換部、 4 オーディオ 変換

部、 5 ビデオエンコーダ、 6 オーディオエンコーダ、 7 マルチプレクサ ( )

、 8 録画制御部、 9 ストリーム制御部、 ０ファイルシステム部、

2 ナビゲーション部、 3 シーンチェンジ検出部、 4 無音検出部、 5

変移点検出部、 6 C フィルタ、 7 ストリームバッファ、 8 変移点スタックテ

ーブル、 9 変移点マッチングバッファ、 2０映像音声記録装置、 3 a 3

無音区間、 32a 32 シーンチェンジ、 3 3a 33 変移点、 34a

…，34c 検出されたC 35 検出されたC 放送区間、 5 a 番組本編からC

放送区間に移行する時点における変移点、 5 b 5 e C 間の変移点、

5 f C 放送区間から番組本編に移行する時点における変移点。

発明を実施するための最良の 杉熊

実施の形態 ・

図 は、本発明の実施の形態 の映像記録装置 ００の構成を示すブロック図である

。図 に示されるよぅに、映像記録装置 ００は、図示しないチューナから又は外部か

ら入力された入力映像データに対して、 P G一2 ( o P c e e s

G o )に準拠した符号ィビを〒ぅ符号化手段としての符号ィト部 ０ と、符号ィロ部 ０

によって生成された符号ィビストリームが記録される記録手段としての (ハード

ディスクドライブ) ０5と、 ０5に対して符号ィビストリームを安定的に書き込み及

び読み出しを〒ぅためのストリーム制御を〒ラストリーム制御手段としてのストリーム制

御部 ０3とを有している。また、映像記録装置 ００は、ストリーム制御部 ０3が符号

ィビストリームを一時的に記憶しておく一時記憶手段としてのストリームバッファ ０4と、

符号化部 ０ に対して符号ィビの開始・終了などを指示する録画制御手段としての録

画制御部 ０2と、符号ィロ部 ０によって生成された符号化ストリームからシーンチェ
ンジを抽出する映像変化点抽出手段としてのシーンチェンジ抽出部 ０とを有して



いる。図 には、記録手段として ０5が示されているが、記録手段は、 の

よぅな光ディスクや磁気テープなどの他の情報記録媒体であってもよい。また、映像

記録装置 ００は、 ハイブリッドレコーダであってもよい。さらに、映像記

録装置 ００は、家庭用のビデオレコーダに限らず、パーソナルコンピュータ、映像サ

一バ、又は、監視システム用の監視レコーダなどの各種用途に適用できる。

００22 符号ィロ部 ０による符号ィロ方式である P は可変レートに対応しており、そ

のため、 秒間に発生する符号量 (ビットレート は時間によって大きく変動する。その

ため、ストリーム制御部 ０3は、 ０5へのデータ書き込み及び ０5からの

データ読み出しによって符号ィビストリームがオーバーフロー又はアンダーフローしな

いよぅに、符号ィビストリームをストリームバッファ ０4に一時的に保持させ、 ０5

の状態に応じて符号ィビストリームの ０5への書き出し及び ０5からの読

み込みを行っている。ストリームバッファ ０4は、リングバッファで構成されており、書

き込み位置ポインタと読み出 立置ポインタによって有効なデータ領域が管理されて

いる。すなわち、データの書き込み時には、書き込み位置ポインタを先頭にデータサ

イズ分書き込みを 、竹 、書き込んだデータサイズ分だけ書き込み位置ポインタを進め

る。一方、データの読み出し時には、読み出口立置ポインタを先頭にデータサイズ分

読み出しを 、竹 、読み出したデータサイズ分だけ読み出口立置ポインタを進める。た

だし、リングバッファの終了位置に来たときは、ポインタを先頭の位置に戻す処理を行

っ。

００23 図2は、図 に示されるシーンチェンジ抽出部 ０の構成を示すブロック図である。

図2に示されるよぅに、シーンチェンジ抽出部 ０は、入力された符号化ストリームの

復号化を〒ぅ復号ィロ手段としての復号ィロ部 と、復号ィビされた映像データのヒスト

グラムを生成するヒストグラム生成手段としてのヒストグラム生成器 2と、ヒストグラム

生成器 2によって生成されたヒストグラムを保持する第 のヒストグラムバッファ 3

及び第2のヒストグラムバッファ 4と、第 のヒストグラムバッファ 3に保持されたヒ

ストグラムと第2のヒストグラムバッファ 4に保持されたヒストグラムの差異を求める差

分抽出手段としての差分抽出器 5とを有している。また、シーンチェンジ抽出部

は、差分抽出器 5で求めた差異値と予め設定された閾値を比較するシーンチェ



ンジ判定手段としてのシーンチェンジ判定器 6 と、録画制御部 ０2からのシーンチ

ェンジ開始命令などの制御信号に基づいてシーンチェンジ抽出部 ０を制御するシ

ーンチェンジコマンド制御手段としてのシーンチェンジコマンド制御部 2０とを有して

いる。

００24 次に、映像記録装置 ００の録画動作について説明する。録画が開始されると、録

画制御部 ０2は、符号ィロ部 ０に対して制御信号C を出力して符号ィロ開始を指

示し、符号化部 ０は入力された映像データP の符号化処理を開始する。符号化

部 ０は、例えば、符号ィロ単位であるGOP (G o Of P c es)の符号ィビが完

了する毎に、録画制御部 ０2にGOP 符号ィロ完了通知1 を送る。ストリーム制御部

０3は、符号化部 ０によって符号ィビされた符号ィビストリームをストリームバッファ ０4

の書き込み位置ポインタを先頭に順次書き込んでいく。一方、ストリーム制御部 ０3

は、 ０5が書き込み状態になっているのを確認しながら、ストリームバッファ ０

4の読み出口立置ポインタから符号ィビストリームを読み出し、 ０5 に書き込みを

行ぅ。録画が実行されている間、前記動作が繰り返し行われる。録画終了時には、録

画制御部 ０2は、符号ィロ部 ０に対して符号ィロ終了を指示し、符号ィロ部 ０は符

号ィビを停止する。ストリーム制御部 ０3は、ストリームバッファ ０4 に残っている符号

ィビストリームをすべて ０5 に書き込む。

００2 5 次に、録画を行いながらシーンチェンジを抽出する方法について説明する。録画制

御部 ０2は、例えば、GOP の符号化完了通知1 を符号化部 ０から受け取る毎に

、シーンチェンジ抽出部 ０に対してシーンチェンジ抽出コマンドC を送る。シーン
S C

チェンジ抽出コマンドC は、シーンチェンジ抽出部 ０内のシーンチェンジ制御部
S C

2０を経由して、復号化開始コマンドC として復号化部 に送られる。復号ィヒ部

皿 は、符号ィビストリームP をストリーム制御部 ０3を経由してストリームバッフ
S

ァ ０

4から呼び出し、復号ィビを開始する。復号ィロ部 によって P から に

復号ィヒされた映像データはヒストグラム生成器 2に入力され、ヒストグラム生成器

2によって映像データの の各区画に含まれる計数に基づいてヒストグラムが作

成される。ここで、ヒストグラム生成のための区画分けは、値の取り得る範囲を一定間

隔に区切る方法、又は、予め複数の閾値を定めておいて、各閾値に対する大小関係



に応じて区画分けをする方法などがある。また、ここでは、輝度成分 と色差成分 、

のすべての成分に対してヒストグラムを作成する場合を説明しているが、輝度成分

のみについてヒストグラムを生成する方法を採用してもよい。また、輝度成分 と色

差成分 、 のすべての成分に対してヒストグラムを作成するが、色差成分 及び

に対しては重みを加えて区画分けを荒くする方法を採用してもよい。また、ヒストグラ

ムの区画分けの方法は、以上に説明した例に限定されず、他の区画分け方法を採

用してもよい。

００26 ヒストグラム生成器 2で生成されたヒストグラムは、第 のヒストグラムバッフア 3

又は第2のヒストグラムバッフア 4に交互に送られ保持される。差分抽出器 5は、

第 のヒストグラムバッフア 3及び第2のヒストグラムバッフア 4に交互に記憶され

たヒストグラムを用いて、現在の映像データと つ前の映像データの映像の比較を行

い(例えば、現在のフレームの映像データと、 フレーム前のフレームの映像データの

比較を〒い) 、差異値を求める。2つのヒストグラムの差異値を求める方法としては、例

えば、2つのヒストグラムの対応する成分の値の差を、すべての成分について累積す

る方法がある。ここで、番 目の映像のヒストグラムを

二 ( ) (2) ( )

とすると、番 目の映像のヒストグラム と、 つ前の一 番 目の映像のヒストグラム
一

との差異値dを以下の式で求める。なお、 は、所定の正の整数である。

数

d 二
上 XX三 h，(k) 一h，(k)

k=

ここで、 は フレーム内の画素数である。これによって、差異値dはOから までの値

をとり、番 目のフレームの映像む一 番 目のフレームの映像が同じ映像であれば差

異値dはOになり、番 目のフレームの映像む一 番 目のフレームの映像の違いが大き

ければ差異値dは に近づくことになる。

００27 差分抽出器 5で求められた差異値dは、シーンチェンジ判定器 6に送られ、予

めシーンチェンジコマンド制御部 2０によって設定された閾値 と比較され、設定

された閾 より大きな値であればシーンチェンジと判定し、その判定結果 をシ
SC



一ンチェンジコマンド制御部 2０に送る。さらに、録画終了時などに判定結果 を
C

録画制御部 ０2に送る。

００28 以上に説明したように、符号化部 ０によってGOPの符号化が完了する毎に(す

なわち、実施の形態 においては、GOPの符号ィロ完了に同期して) 、シーンチェンジ

抽出部 ０でシーンチェンジ判定を〒う処理を、映像の録画開始から終了までの間

において継続的に行うことによって、映像ストリームP を録画しながら、映像ストリー
S

ムP のシーンチェンジを抽出することができる。すなわち、符号ィヒの最小単位である
S

GOPの符号ィロ完了毎にシーンチェンジ抽出処理を実行するので、符号ィビと並行し

てシーンチェンジ抽出を〒うことができる。

００29 また、リアルタイムにシーンチェンジ抽出を〒うので、シーンチェンジ抽出機能を有

していないエンコーダを符号ィロ部 ０に用いることができる。そのため、映像記録装

置に採用するエンコーダの選定に際して、シーンチェンジ抽出機能を有しないエンコ

ーダを選ぶことが可能になり、エンコーダ選択の幅が広がり、コストや調達性を重視し

たエンコーダの選択が可能になる。

００3０ また、既に などに蓄積された符号ィビストリームを解析してシーンチェンジを抽

出する方法では、符号ィビストリームを記憶装置である から読み出すための時間

が、シーンチェンジの解析時間に加えて、必要とされる。しかしながら、実施の形態

の映像記録装置 ００においては、 ０5よりも書き込み及び読出し速度が速く、

ストリームを一時的に記憶しておくストリームバッファ ０4 (通常は、揮発性半導体メモ

りを用いる)から読み出すため高速に読み出すことができ、結果として処理時間が早

くなる。

００3 1 また、シーンチェンジ抽出部 ０は符号化部 ０ (エンコーダ)の動作よって影響さ

れないので、エンコーダの種類や仕様が変更されたとしても、シーンチェンジの抽出

基準を一定範囲に維持することができる。

００32 また、実施の形態 の映像記録装置は、録画と並行してシーンチェンジを抽出でき

る機能のほかに、符号ィビストリームを直接解析する機能をも有する。このため、直接

に記録された符号ィヒストリームに対してもストリーム制御部 ０3を介して符号ィヒス

トリームを読み出すことによってシーンチェンジ抽出を〒うことができる。



００33 さらに、一般的にハードウェアで構成されるエンコーダチップ内のシーンチェンジ機

能を利用するわけではなく、録画再生装置のファームウェアのみで構成することも可

能なので、シーンチェンジ抽出のためのアルゴリズムを比較的容易に改変したり、録

画再生装置の状態等に合わせてシーンチェンジ抽出処理の状態遷移や閾値を動的

に変更したりすることができる。

００34 例えば、入力映像データがC 映像データである期間は、シーンチェンジの判定の

閾値 を大きくして、シーンチェンジであると判定され難くして、C 映像データに

対するシーンチェンジ検出を実行させないよぅに制御する方法を採用してもよい。

００35 また、シーンチェンジにおいて音声信号が無音になる瞬間が存在することに着 目し

、音声信号が無音 (すなわち、所定の閾値よりも低いレベル)のときに、シーンチェン

ジの判定の閾値 を小さくすることによって、シーンチェンジを映像データだけでな

く、音声データをも考慮して検出し、シーンチェンジの検出精度を向上させる制御方

法を採用してもよい。

００36 また、以上の説明においては、シーンチェンジ抽出単位を Pとしているが、シ

ーンチェンジ抽出単位を複数のGOP単位としてもよい。また、シーンチェンジ抽出単

位を、 又は複数のスライス単位又は 又は複数のマクロブロック単位としてもよい。

００37 また、以上の説明においては、復号化処理を〒ぅ方法としてソフトウェアによる例を

示したが、ハードウェアによって実行してもよい。

００38 実施の形態2・

本発明の実施の形態2の映像記録装置は、図2に示されるシーンチェンジコマンド

制御部 2０の構成及び動作のみが、実施の形態 の映像記録装置と相違する。した

がって、実施の形態2の説明においては、図 及び図2をも参照する。

００39 実施の形態2の映像記録装置は、録画と並行してシーンチェンジ抽出を〒ぅ場合に

、シーンチェンジ抽出動作をGOPの符号化処理と非同期に行ぅ。この非同期に行わ

れる符号化処理を、単に「非同期処理」とも言ぅ。この非同期処理は、符号ィト部 ０

による符号ィロ処理が完了したGOP に対して実行されるシーンチェンジ抽出処理の間

始タイミングが、符号ィロ処理の完了タイミングと必ずしも一致しない状態でも実行でき

ることである。非同期処理の実際の動作としては、あるGOP について着 目すると、符



号ィロ処理が完了した後、直ぐにシーンチェンジ抽出処理が行ぅのではなく、しばらく

時間を置いてからシーンチェンジ抽出処理を実行する方法である。

００4０ 一般的に、映像を記録する装置、例えば、 ハイブリッドレコーダなど

においては録画動作に並行して、再生やダビング等のよぅな装置の P の負荷が

上昇する動作が発生し得る。また、ュ一ザ一によって不定期に行われる行為、例え

ば、 のトレーオープン、機能設定画面の表示、及び電子番組表の閲覧などの

動作は、装置の一時的な P の負荷上昇を招く。これらの動作によって負荷上昇が

発生した場合、シーンチェンジ抽出処理のために、 P を占有し続けることができる

保障はなく、他の処理の完了を待つ間、シーンチェンジ抽出処理をしばらく遅らせる

ことが望ましい場合があり得る。一方、シーンチェンジ抽出処理によって、装置の基本

機能である映像の記録機能が妨げられることがあってはならず、よってシーンチェン

ジ抽出処理は記録処理よりも優先度を落とした処理にすることが望ましい。このよぅな

機能を実現するために、実施の形態2の映像記録装置においては、シーンチェンジ

抽出処理を録画動作と非同期に行ぅころができるよぅに構成している。

００41 図3は、実施の形態2の映像記録装置のシーンチェンジコマンド制御部 2０(図2に

示される)の構成を示すブロック図である。図3に示されるよぅに、シーンチェンジコマ

ンド制御部 2０は、録画制御部 ０2からのコマンドの受け付けを行ぅ P (アプリケー

ション プログラム インターフェース)部 2 と、受け付けたコマンドを複数保持する

コマンドバッファ 22と、シーンチェンジ抽出潮の状態遷移を司り、受け付けたコマン

ドを処理する状態制御部 24と、シーンチェンジ抽出結果やェラ一状態を保持し、録

画制御部 ０2に返すためのシーンチェンジ抽出結果バッファ 23とを有している。実

施の形態2の映像記録装置が実施の形態 の映像記録装置と相違する点は、録画

制御部 ０2から発行されたシーンチェンジ抽出コマンドがシーンチェンジコマンド制

御部 2０内の P 部 2 に伝えられ、コマンドバッファ 22に一且保持されることで

ある。コマンドバッファ 22が保持できるコマンドの数はストリームバッファ ０4の容量

に応じて設定すればよい。例えば、ストリームバッファ ０4のサイズが実施の形態 で

示した2０ バイトである仮定すると、符号化ストリームの約 5秒分 (すなわち、 O

Pあたり 5ピクチヤ、 ・5秒の時間長とすると、3０ Pのデータ) が一時的に保持で



きることになり、よって、3０個分のシーンチェンジ抽出コマンドを保持できるよぅに構成

すればよい。コマンドバッファ 22が3０個のシーンチェンジ抽出コマンドを保持でき、

且つ、ストリームバッファ ０4に3０G P分のデータが残っていれば、最新のGOPか

ら3０個前のGOPまで遡ってシーンチェンジ抽出が可能であることを意味し、3０個の

GOP分、すなわち、 5秒遅延したシーンチェンジ抽出処理が可能であることをも意

味する。シーンチェンジコマンド制御部 2０のシーンチェンジ抽出結果バッファ 23

は、シーンチェンジ抽出部 ０の状態制御部 24が実行したシーンチェンジ抽出結

果の複数回分保持することが可能で、コマンドバッファ 22に保持できるコマンド数と

同数分を保持できるものとすればよい。

００42 これによって、先行するGOPのシーンチェンジ抽出処理が完了していない状態 (例

えば、ュ一ザ一が既に録画されているストリームの再生要求をしたために、システム

の負荷が上昇し、シーンチェンジ抽出処理が完了できなかった場合) において、次の

GOPの符号ィビが完了し、録画制御部 ０2からシーンチェンジ抽出コマンドが発行さ

れた場合であっても、新 、シーンチェンジ抽出コマンドはコマンドバッファ 22に保

持される。コマンドバッファ 22に保持されているシーンチェンジ抽出コマンドによっ
て、現在実行中のシーンチェンジ抽出処理が完了後に、先行するGOPのシーンチェ
ンジ抽出処理を実行できるので、GOPの符号化毎にシーンチェンジ抽出処理が完

了しないために次のシーンチェンジ抽出処理が実行できないとレづ問題を防ぐことが

できる。

００43 次に、図4、図5、及び図6のフローチヤートを用いて録画動作と非同期で動作する

シーンチェンジ抽出処理の説明を行ぅ。まず、録画制御部 ０2の動作について説明

する。映像記録装置 ００に電源が投入されると、システム起動 (ステップS 2０ ) され、

定期的にシステム終了の確認 (ステップS 2０2) と録画開始の確認 (ステップ ０4)が

行われ、システム終了の要求があれば、システム終了(ステップ 2０2) に遷移する。

一方、録画開始の要求があれば、シーンチェンジコマンド制御部 2０に対して、録画

開始コマンド発行 (ステップ 2０5) が行われる。録画開始コマンドの発行の後は、録

画終了を確認 (ステップ 2０6)し、録画終了であれば録画終了コマンドをシーンチェ
ンジコマンド制御部 2０に発行する (ステップS 2０7)。録画状態においては、GOP



単位の符号ィビが完了すると(ステップS 2０8) 、シーンチェンジコマンド制御部 2０に

対してシーンチェンジ検出コマンドが発行される (ステップ ０9) GOP符号化検出
(ステップS2０8) は、録画が完了するまで続けられる。録画制御部 ０2から発行され

た制御コマンドは、シーンチェンジコマンド制御部 2０の P 部 2 内で処理される

。シーンチェンジ制御コマンドC が発行されるとコマンドバッファ 22の空きをチニソ
C

クし(ステップS223) 、コマンドバッファ 22の空きがあれば、コマンドバッファ 22に

コマンドを格納する (ステ、ソプS22 4)。コマンドバッファ 22に格納できなかった場合

も含めて、次にシーンチェンジ状態制御部 24からシーンチェンジ結果バッファ 23

に蓄えられたシーンチェンジ抽出結果の取得を〒う (ステップ 225)。最後に、シー

ンチェンジ抽出結果とコマンドが受け付けられたか否かを録画制御部 ０2に返す(ス

テップS226)

００44 一方、シーンチェンジ状態制御部 24では電源起動されると(ステップ 4 )、コ

マンド待ち状態になり(ステップ 42) 、受け取ったコマンドがシステム終了(ステップ

43) であればシステム終了に移る (ステップ 45) 。また、コマンドが録画開始コ

マンドであれば (ステップ5252) 、録画開始のための例えばメモりの確保や変数の初

期ィビなどの録画開始処理 (ステップ 253)を実行し、録画終了コマンド(ステップ 2

54)であれば、例えば確保したメモりの開放やシーンチェンジ抽出結果を録画制御

部 ０2に送る録画終了処理 (ステップS255) を〒う。一方、受け取ったコマンドがシ

ーンチェンジ抽出コマンドであれば、シーンチェンジ抽出コマンドに付けて渡される

符号化ストリームのストリームバッファ ０4における先頭アドレスを元に、符号ィビストリ

ームの復号ィビを〒う (ステップ 46) 。復号ィロ部 によって に変換された映

像データからヒストグラムを生成し(ステップ 47) 、そのヒストグラムを第 のヒストグラ

ムバッファ 3 (又は第2のヒストグラムバッファ 4) に格納する (ステップ 48) 。生

成したヒストグラムと第2のヒストグラムバッファ 4 (又は第 のヒストグラムバッファ

3) に格納されている つ前の映像のヒストグラムの差異値を求め (ステップ 49) 、予

め設定されている閾値以上であればシーンチェンジと判定する (ステップ 25０)。こ

の結果を、結果バッファ 23に格納する (ステップS25

００45 つのGOPに対するシーンチェンジ抽出処理が終わると、次の処理を〒うためにコ



マンド待ち (ステップ 42) に移る。ここでもし既にコマンドバッファ 2 2 にコマンドが

格納されていれば、即座に、次のGOP の解析が開始されるが、次のコマンドバッファ

がまだ設定されていなければ、コマンド待ちを継続する (ステップ 42)

００4 6 実施の形態2の映像記録装置においては、シーンチェンジ抽出を〒ラソフトウェア

モジュールのタスク又はスレ、ソドの優先度は録画再生を〒ラモジュール群より低くして

いる。この理由は、シーンチェンジ抽出を〒ラモジュールは、 P Gのソフトウェアデ

コード処理を伴うために、非常に処理負荷が高く、よって図示しないがソフトウェアを

処理する P を占有する時間が他のモジュールに比べて極めて大きくなるからであ

る。そのため、もしシーンチェンジ抽出モジュールの優先度を録画再生モジュールの

優先度と同じ又はそれ以上にしていると、録画再生時に P の処理時間の多くを占

有し、そのために映像の記録に関するモジュールの処理が遅れ、結果記録又は再生

ができない問題を引き起こす可能，注があるからである。さらに、ユーザー人力によっ
て動作するモジュール、例えば、キ一人力、画面表示等を司るモジュールの動作も

同様にシーンチェンジ抽出モジュールによってその動作を遅延させることが想定しう

る。よって、シーンチェンジ抽出モジュールの優先度は、その他のモジュールの優先

度に比べて、低くすることが望ましい。一方、次々と録画によって生成されるGOP に

対してシーンチェンジの解析を実行していかなければ、シーンチェンジ検出を〒うこ

とはできない。しなしながら、符号ィロ部 ０による符号ィロ処理はリアルタイムに行われ

ていくが、生成された符号ィビストリームは ０5 に書き込みを〒うために一時的に

ストリームバッファ ０4 に保持されている。よって、符号ィビストリームがストリームバッフ

ァ ０4 に保持されている間にシーンチェンジモジュールがストリームバッファ ０4上の

符号ィビストリームを処理すれば、すべてのGOP に対してシーンチェンジ抽出処理を

行うことができることになる。

００4 7 実際に、シーンチェンジ抽出動作が継続して実行されている最中において、例えば

、ユーザーによる別番組の再生要求や PG番組表の表示などシステム的に負荷の

大きな処理が起動された場合を想定してみる。先行するGOP のシーンチェンジ抽出

実行時に大きな負荷がかかり、その処理の進行があまり進んでいない状況で、次のG

Pの符号ィロ完了通知が符号ィト部 ０から録画制御部 ０2 に上がってくる。録画制



御部 ０2は、即座にシーンチェンジ抽出部 ０のシーンチェンジコマンド制御部 2

に対して、シーンチェンジ抽出コマンドを発行する。シーンチェンジコマンド制御部

2０の P 部は、コマンドバッフアの空きを見て(ステップS223) 、空きがあればコマ

ンドバッフアにシーンチェンジ抽出コマンドを格納する。シーンチェンジコマンド制御

部 2０は、シーンチェンジ抽 、出コマンドの格納だけを竹 、即座に録画制御部 ０2

にリターンを返す。さらに、次のGOPの符号ィロ完了までに、先行するGOPのシーン

チェンジ抽出が完了していなければ、さらにその次のGOPに対するシーンチェンジ

抽出コマンドもコマンドバッフアに格納する。その後シーンチェンジ抽出が完了すると

、シーンチェンジ状態制御部はコマンド待ち(ステップ 42) に移り、コマンドバッフア

より最古のコマンドを受け取り、次のGOPのシーンチェンジ抽出の実行を開始する。

その後システムの負荷が定常状態になると、シーンチェンジ抽出処理の処理頻度が

増加し、コマンドバッフアの遅延されたコマンドを順次と実行する。ただし、この遅延に

許された最大数は2０G P分であり、それ以上のシーンチェンジ処理要求が生じた

場合はコマンドバッフアにコマンドの空きがないため、該当するGOPに対してシーン

チェンジ処理が実行されないことになる。このとき録画制御部 ０2 まィ可らかのェラ一

処理を実行してもよく、また、装置の主たる目的である録画動作が正常に行われてい
るとレづ理由で特にェラ一処理を実行せずにそのまま処理を継続してもよい。

００48 このようにストリームバッフア ０4上に一時的に保持されたストリームを解析すること

に加え、録画制御部 ０2から発行されるコマンドをバッフアリングすることによって、必、

ずしも映像が符号ィビされる毎に符号ィビされたストリームに対してシーンチェンジ抽出

を実行する必要がなく、遅延処理が可能である。そのため、録画制御部 ０2による符

号ィロ処理における符号ィ日単位とシーンチェンジ抽出部 2０における解析単位を連

続的に処理する必要がなく、よって符号ィロ処理とシーンチェンジ抽出処理を独立し

た処理単位として設計できる。

００49 また、録画制御部 ０2とシーンチェンジ抽出部 2０は独立して動作することが可能

であり、さらにシーンチェンジ抽出部 2０の処理優先度を録画に関する処理のそれよ

り低くすることによって、処理時間が長くかかるシーンチェンジ抽出部 2０の動作によ

って、録画制御部 ０2の処理が遅れ、結果として通常の録画処理に影響を及ぼすと



いった悪影響を発生させることがない。

００5０ また、シーンチェンジ抽出処理は遅延処理が可能なため、システムの一時的な負

荷上昇によってシーンチェンジ抽出処理がGOP の再生時間内で完了できなかった

場合や、シーンチェンジ抽出処理に処理が回ってこない場合であっても、コマンドバ
、ソファ 2 2に格納されたシーンチェンジ抽出コマンドを使って、過去に符号ィヒされた

ストリームに対して順次抽出処理を実行できるため、シーンチェンジ抽出処理が飛ば

されて実行されないといった問題を回避することができる。

００5 1 なお、上記シーンチェンジ抽出処理の遅延可能な時間若しくは回数は、ストリーム

バッファ ０4及びコマンドバッファの数によって決定される。

００5 2 また、実施の形態2において、上記以外の点は、上記実施の形態 の場合と同じで

ある。

００5 3 実施の形態3 ・

本発明の実施の形態3の映像記録装置は、実施の形態 の映像記録装置の復号

ィロ部 の構成を特定した点が、実施の形態 の映像記録装置と相違する。したが

って、実施の形態3の説明においては、図 及び図2をも参照する。

００54 図7は、図 の復号ィロ部 の構成を示すブロック図である。実施の形態3の映像

記録装置は、図7に符号ィビストリームからシーンチェンジの抽出処理を〒ぅ場合の復

号ィロ処理において、 C (離散コサイン変換)係数の復号ィロ次数を制御する方法に

特徴がある。図7に示されるよぅに、復号ィロ部 は、入力された符号ィトストリームの

へツダから画素サイズを求める画素サイズ検出部3０ と、画素サイズ検出部3０によ

決定部3０2と、符号ィトストリームに対して次数決定部3０2で決定した次数まで逆量

子ィビを行いながら C 係数を抽出する C 係数抽出部3０3と、抽出された C 係

数から逆 C を実行する C 部3０4と、削減された次数で実行された逆 C によ

って離散化してしまった画素データを詰めて縮小された画像を生成する画像整形部

3０5とを有している。

００5 5 図8 ( 乃至 ( は、実施の形態3の映像記録装置の C 係数削減処理を説明

するための図である。図8 ( ) は、符号ィビストリーム画素サイズを示し、図8 は、



図8 (C) は、復号済 C ブロック(2 X 2以外を無効とする場合) と復号済 C ブロッ

ク (4 X 4以外を無効とする場合)を示し、図8 は、復号画像を示す。実施の形態3

においては、ュ一ザ一の希望により符号ィビする映像の画素サイズを7０4 X 48０画素

と352 4０画素から選択できる映像記録装置について説明する。よって、復号ィビ

部 に入力されるストリームは、7０4 X 48０画素の符号ィビストリーム又は352 4

０画素の符号化ストリームの2種類の画素サイズのものが存在する。復号化部 に

符号化ストリームが入力されると、まず最初に画素サイズ検出部3０が符号化ストリ

ームの画素サイズの検出を 、竹 、検出した画素サイズを次数決定部3０2に送る。次

数決定部3０2では、検出した画素サイズに応じて、符号ィビストリームに含まれる C

係数のぅちの処理する次数 eを決定する。例えば、7０4 X 48０画素の符号ィトストリ

ームの場合は C ブロックの内の次数2まで、一方、352 X 24０画素の符号ィビストリ

ームの場合は次数4まで処理すると予め設定しておく。この次数に従って C 係数

抽出部3０3と C 部3０4は、 C ブロックの処理対象とする次数を設定し、復号ィビ

を行ぅ。 C 部3０4から出力された復号ィビされた映像データは、 C ブロック単位

で C 係数の間引きを行ったため復号ィビされた C ブロックをつなぎ合わせて生

成された復号ィビされた映像の画素は離散的な映像になっている。この画素間が離散

的な映像に対して画素の隙間をつめる処理を画素整形部3０5で行ぅ。これによって、

復号ィヒされた映像は、7０4 X 48０画素の符号ィトストリームの場合は 76 X 2０画素

352 4０画素の符号ィビストリームの場合は 76 X 2０画素となり、入力された符

号ィビストリームの画素サイズが遠っていたにもかかわらず同じサイズの画像を得ること

ができる。このよぅに復号ィビされた映像を次のヒストグラム生成器 2に送れば、実施

の形態 と同様にシーンチェンジの検出を〒ぅことができる。

すなわち、実施の形態3においては、復号ィロ部 に C 係数の制御を行ぅ機能

が付加されることによって、符号ィロ部 ０によって異なる画素サイズとして符号ィビされ

た符号ィビストリームであってもシーンチェンジ抽出に使ぅ映像は同じ画素サイズで行ぅ

ことができることを示すと共に、シーンチェンジ抽出で解析対象とする映像の周波数

帯域の上限を同じ帯域に揃えることができることを示している。また、ヒストグラム生成



器 2以降では常に同じ画素サイズの符号ィビストリームに対してシーンチェンジ抽出

を行うことができるので、次のヒストグラム生成器 2以降の処理は画素サイズに依存

することなく同じ処理を行うことができる。

００57 上記のように構成することによって、符号ィトストリームの画素サイズが違う場合であ

っても、同じ又は同程度の画素サイズに復号ィビされた映像を得ることができる。

００58 また、符号化ストリームの画素サイズが違う場合でも同じ画素サイズの復号ィビされた

映像に対して、シーンチェンジ抽出処理斬元ことができるので、符号ィヒストリームの

画素サイズが遠っているストリームに対しても、同じシーンチェンジの評価方法と評価

基準を用いることができ、結果として画素サイズを変えて同じ映像を録画した場合に

おいても、同じ時間位置をシーンチェンジとして検出することができる。

００59 また、画素サイズが異なる符号ィビストリームに対して c 係数を制御することによっ
て、復号ィビされた画像の周波数帯域を揃えることができるので、画素サイズを変えて

同じ映像を録画した場合においても、同じ時間位置をシーンチェンジとして検出する

ことができる。

００6０ また、高解像度の符号ィビデータほど間引きを多くすることができるので、処理時間

がかかる高解像度な符号ィビデータであっても高速にシーンチェンジ抽出することが

できる。

００6 1 また、高解像度の符号ィビデータほど高周波の次数を間引きくことができるように構

成できるので、比較的高周波ノイズの発生し易い高解像度の符号ィビデータはどノイ

ズ除去を効果的に行うことができる。

００62 また、解像度によらず同一の復号ィロ映像を生成するために、復号ィロ映像を記，漬す

るメモリサイズを同一にすることができる。

００63 また、本来復号ィロ映像を記，漬するために大きなメモリサイズを必要とする高解像度

映像ほど間引き処理を〒うために、復号ィロ処理のために用意しておくべきメモり領域

を小さくすることができる。

００64 なお、実施の形態3において、上記以外の点は、上記実施の形態 乃至2の場合と

同じである。

００65 実施の形態4・



本発明の実施の形態4の映像記録装置は、実施の形態 の映像記録装置の復号

ィロ部 の構成を特定した点が、実施の形態 の映像記録装置と相違する。したが

って、実施の形態4の説明においては、図 及び図2をも参照する。

００66 図9は、本発明の実施の形態4の映像記録装置の復号ィロ部の構成を示すブロック

図である。図9を用いて符号化ストリームからシーンチェンジの抽出処理を〒う場合の

復号ィロ処理において、復号ィビを実行するスライスを限定する処理について説明する

。実施の形態4の映像記録装置の復号ィロ部 は、入力された符号ィビストリームの

へツダから画素サイズを求める画素サイズ検出部3０ と、画素サイズ検出部3０の検

出した画素サイズからシーンチェンジ抽出の処理対象とするスライスを決定する使用

スライス決定部3０6と、符号ィビストリームのへ、ソダを解析するへツダ検出部3０7と、符

号ィビストリームの逆量子ィビを〒う逆量子ィロ部3０8と、周波数領域に変換された係数

値を逆 C 処理する C 部3０4とを有している。

００67 次に、スライス削減と合わせて動作するシーンチェンジ抽出処理の動作について説

明する。画素サイズ検出部3０が画素サイズの検出を 、竹 、使用スライス決定部3０

6が使用するスライスを決定する。ここでは、例えば、符号ィロ部 ０で生成される符号

ィビストリームの解像度は72０X 48０画素と352 4０画素の2種類のみしか存在しな

い場合には、垂直方向の画素数が48０のときには、 5スライス、すなわち、

( 6画素 X 5スライス) X 2二8０画素 X 2

を使用しないものとし、一方、画素数が24０のときには、 2スライス、すなわち、

( 6画素 X 2スライス) X 2二32画素 X 2

を使用しないものとしている。ここで解像度によって使用しない画素数が異なるが、垂

直方向に対する割合は、48０画素の場合、全3０スライスに対して ０スライスを使用し

ないので、 3を使用しないことになり、一方、24０画素の場合、全 5スライスに対

して4スライスを使用しないので、4 5を使用しないことになり、ほぼ同じ割合をシー

ンチェンジ抽出対象としていることが分かる。

００68 このようにして使用スライス決定部3０6において使用するスライス数を求め、ヘッダ

検出部3０7で符号化ストリームのへツダを解析し、スライスヘ、ソダを抽出する毎に先の

使用スライス決定部3０6で使用しないスライスと判定したスライスであれば、次のスラ



イスヘッダまでジヤンプし、一方、使用するスライスであれば、該当するスライスを逆量

子ィロ部3０8に送る。逆量子ィロ部3０8は、符号ィビストリームの逆量子ィビを行い、 C

部3０4は、逆 C を実行する。上記構成によって、使用するスライスのみが復号ィビ

処理され、結果として垂直解像度が48０画素であれば垂直解像度32０画素の映像

を、一方、垂直解像度が24０画素であれば垂直 72画素の復号ィビされた映像を求

めることができる。復号ィロ部 によって上記のよぅに垂直方向に削減され復号ィビさ

れた映像に対して、ヒストグラム生成器 2では有効なスライス領域と同引立置の画

素を対象にヒストグラムの生成を行ぅ。差分抽出器 5で求める差異値dを導出する

ためにフレーム内の画素数を表す ( フレーム内の画素数)を利用している。実施

の形態4においては、垂直方向に画素を削減したので、フレーム内の画素数 は以

下のよぅに補正される。まず、元が垂直解像度72０画素の場合であれば、削減された

垂直解像度が32０画素で、水平解像度は72０画素なので、

二32０ 2０二23０4００
となる。また、垂直解像度24０画素の場合、削減された垂直解像度が 72画素で、

水平解像度は352 画素であれば

二 72 X 352 二6０544

に補正を行ぅ。本補正を行ったぅえで求められる差異値dを用いて、シーンチェンジ判

定器 6は、実施の形態 と同様のシーンチェンジ判定を行ぅことができる。

００69 上記説明においては、スライス単位で復号化をするか否かを設定しているが、シー

ンチェンジに利用する領域を画素位置又はマクロブロック単位で設定してもよい。こ

の場合、シーンチェンジを検出する位置を特定できるので、検出精度を向上すること

ができる。また、画素毎にシーンチェンジ抽出を行ぅか否かを設定する場合、すべて

の画素について復号ィビを 、竹 、復号ィビした後に抽出したいェリアのヒストグラム及び

ヒストグラムの差異値をとることによって実現可能であるが、検出単位をマクロブロック

単位で指定するよぅにすると、へ、ソダ検出部又は復号化処理部においてマクロブロッ

ク単位で処理を実行するか否かを制御できるので、不必要な復号化を実行しないよぅ

構成でき、処理速度を向上することができる。

００7０ 以上のよぅに構成することによって、復号化及びシーンチェンジ抽出する画素サイ



ズがスライス単位で削減できるので、処理の高速ィビを実現できる。

００7 1 また、スライスの削減によって復号した画像のサイズも 心くなるので使用するメモリ

サイズも 心くなる。

００72 また、シーンチェンジを検出する対象が放送番組であれば、映像の上下位置のスラ

イスを使用しないよぅに構成することによって、番組の本編との関連性が低い、又は、

余り重要ではない情報である、時刻表示、臨時二ュ一スの文字表示、又はテロップな

どに影響されることなくシーンチェンジ抽出を行ぅことができる。

００73 また、マクロブロック単位で復号ィロ及びシーンチェンジ抽出処理の実行を指定する

ことによって、任意の つ若しくは複数のマクロブロックに対してのみシーンチェンジ

検出が可能になり、位置を特定したシーンチェンジ抽出が可能になる。

００74 なお、実施の形態4において、上記以外の点は、上記実施の形態 乃至3の場合と

同じである。

００75 実施の形態5・

実施の形態5の映像記録装置は、差分抽出器 5の動作が実施の形態 の映像

記録装置と相違する。したがって、実施の形態5の説明においては、図 及び図2を

も参照する。

００76 実施の形態5においては、シーンチェンジ抽出対象となる映像によってシーンチェ
ンジの判定基準を切り替える方法について説明する。図 ０は映像の画素値の

分布を示している。一般的に は各256 値で表現され、輝度信号 はOから255

まで、色差信号 及び は、 28から 27までの値をとる。そのとき人間の目でほ

ぼ白と感じる領域及びほぼ黒と感じる領域を、図 ０において、それぞれW及び で

示している。実施の形態5においては、抽出対象となる映像が、全体として白に近い
色の領域が多い映像 (以下「白映像」とも言ぅ。)である場合は、領域W以外の領域で

差異値を算出し、一方、全体として黒に近い色の領域が多い映像 (以下「黒映像」と

も言ぅ。)である場合は、領域 以外の領域で差異値を算出する方法によって、比較

する2つの映像がよく似た映像であっても的確にシーンチェンジを検出することを目

的とする。

００77 実施の形態5の差分抽出器 5の動作を、図皿にフローチヤートで示す。まず、第



のヒストグラムバツフア 3及び第2のヒストグラムバツフア 4から番 目のフレーム (

以下「フレーム」とも言う。)及び 一 番 目のフレーム (以下 一 フレーム」とも言う。)

のヒストグラムを取得する (ステツプS 3０ )。次にそれぞれのフレームの白領域Wの画

素数をカウントする (ステツプS 3０2)。フレーム及び 一 フレームの白画素数C 、C
W

は次式で表される。
w，一
数2

二 ンコ 。
h

００78 次に、白領域wの累積差異 を次式で求める (ステップ 3０3)

数

㌦ 二 k

００79 一方、黒領域 についても同様に、黒画素数C 、C を次式で求める (ステップS，
3０4)

数

００8０ また、黒領域 の累積差異 を次式で求める (ステップ 3０5)

数

B

B 二 h k)一 ００)
、 ・ 。・ 。 、 、 。 、

００8 1 次に、フレーム及び 一 フレームが共に以下の条件式を満足すれば、白に近い色
。 一 一 。の領域が多い映像 (「白映像」とも目フ。)であると判断する (スアッフ 3０6)

C A ノC ノC
w一 w w一 且つ

C
w一 A ノC ノC

w w一



上記は、全体として白に近い色の領域が多い映像と判定する条件として、白領域W

の画素数が下限C 一 より大きく、上限C 一 X未満であることを条件と
w w

して

いる。このよぅに、白画素数が下限より大きレ亡とを満足するだけでなく、上限を設け

ている理由は、白画素数がある値より大きい場合は、白に近い色の領域以外の画素

数が非常に少なくなり、全体の画素数に対して非常に少ない白以外の画素で画像全

体のシーンチェンジを判定を行ってしまぅことを避けるためである。

００82 上記条件を満足できれば、白領域Wを除いた領域について次式で差異値を求める

(ステップ 3０7)

数6

００83 一方、白に近い色の領域が多い映像と判断されなかった場合は、以下の条件式で

黒に近い色の領域が多い映像であるか否かを判定する (ステップ 3０8)

C XノC ノC一 一 且つ
C X> C > C 一一
上記は、黒に近い色の領域が多い映像と判定する条件として、黒領域 の画素数が

下限C より大きく、上限C 一 A 未満であることを条件としている。上記条

件を満足できれば、黒領域 を除いた領域について次式で差異値を求める (ステップ

S 3０9)

数7

d 二 ・ X v h ( )
C C k=

一 1 ) 一 R )
C C k， ，

B一 B 一 B 一1

００84 一方、白に近い色の領域が多い映像と判断されず、且つ、黒に近い色の領域が多

い映像とも判断されなかった場合は、実施の形態 で示した差異値の導出式

数8

d 二 X三 h，( )一h，(k)
ハに1



によって差異値を求める (ステップS 3 ０)

００8 5 以上によって求めた差異 dを用いて、実施の形態 で示した手法と同様に、シー

ンチェンジ判定器 6 によってシーンチェンジの判定が行われる。

００8 6 上記動作により、比較する2つの映像が共に白に近い色の領域が多い映像であれ

ば白領域Wを除いた領域で映像の変ィビを比較し、一方、比較する2つの映像が共に

黒に近い色の領域が多い映像であれば黒領域 を除いた領域で映像の変ィビを比較

することができるので、特定の色領域を除いた映像のシーンチェンジを抽出すること

ができる。

００8 7 そのために、全体的に白に近い色の領域が多い映像又は黒に近い色の領域が多

い映像が続いたシーンにおいてもシーンチェンジを検出することが可能である。

００8 8 特に、放送番組のC (Co e c a essa e)間のつなぎ目において、白い背

景 (又は黒い背景) に企業名や製品名が示されたシーンから同じよぅに白い背景 (又

は黒い背景) に異なる企業名や製品名が示されるシーンに切り替わる場合において

、白い背景や黒い背景を除いたェリアでシーンチェンジ判定を行ぅので、結果として

企業名や製品名の領域からシーンチェンジとして検出することができ、C の区切り

を検出するのに非常に有効に動作することができる。

００8 9 なお、実施の形態5 において、上記以外の点は、上記実施の形態 乃至4の場合と

同じである。

００9０ 実施の形態6 ・

図 2は、本発明の実施の形態6の映像音声記録装置2０の構成を概略的に示すブ

ロック図である。図 2 に示されるよぅに、映像音声記録装置2０は、アンテナ によって

受信された放送波から録画する放送番組を選局するチューナ2と、チューナ2から出

力されたアナログ映像信号をデジタルィビするビデオ 変換部3 と、チューナ2から

出力されたアナログ音声信号をデジタルィビするオーデイオ 変換部4 と、デジタ

ル映像信号を P G ( o P c e e s G o ) に圧縮符号

ィビする符号ィロ手段としてのビデオエンコーダ5 と、デジタル音声信号を、例えば、リニ

アP C ( ea se C o de od a o )又はドルビーデジタル ( o b

a ) に符号ィビする符号ィロ手段としてのオーデイオエンコーダ6 と、符号ィビされた映像



及び音声信号を つの符号ィビストリームに多重するマルチプレクサ ( e e ) (

以下「 」とも記す。) 7と、ビデオエンコーダ5、オーディオエンコーダ6及び

を制御する録画制御部8とを有している。

００9 1 また、映像音声記録装置2０は、符号ィトストリームを記録する記録手段としてのハー

ドディスクドライブ ( ) と、 で多重された符号ィビストリームを に

安定して書き込むためのストリーム制御手段としてのストリーム制御部9と、符号ィビスト

リームを一時的に記憶するストリームバッファ 7と、生成された各符号化ストリームを

ファイルとして に保存するためのファイルシステム部 ０と、生成された符号

ィビストリームの番組名や生成 日時に加え、特殊再生を実現するためのアドレス情報

や後述するC 区間情報を生成及び管理するナビゲーション部 2とを有している。

００92 さらに、映像音声記録装置2０は、映像の場面転換シーンを検出する映像変化点

検出手段としてのシーンチェンジ検出部 3と、音声の無音区間を検出する無音検出

手段としての無音検出部 4と、シーンチェンジと無音区間が同時に発生する変移点

を検出する変移点検出手段としての変移点検出部 5と、変移点を検出するためにシ

ーンチェンジと無音区間の情報を保持する、変移点検出部 5内に備えられた一時

記憶手段としての変移点マッチングバッファ 9と、複数の変移点からC に固有の周

期性等からC 区間を検出するC 放送区間判定手段としてのC フィルタ 6と、C

フィルタ 6で解析する変移点を記憶する変移点スタックテーブル 8とを有してい
る。

００93 図 2には、記録手段として ０5が示されているが、記録手段は、 のよぅ

な光ディスクや磁気テープなどの他の情報記録媒体であってもよい。また、映像音声

記録装置2０は、放送番組を受信及び録画する受信機又は ハイブリッ
ドレコーダであってもよい。さらに、映像音声記録装置2０は、家庭用のビデオレコー

ダに限らず、パーソナルコンピュータ、映像サ一バ、又は、監視システム用の監視レ

コーダなどの各種用途に適用できる。

００94 ファイルシステム部 ０は、 に書き込む情報をファイルィビすることによって書

き込み情報に対するアクセスが簡単に行えるよぅにするためのデータ管理を行ぅ。フ

ァイルシステム部 ０によって、ストリーム制御部9及びナビゲーション部 2は、ストリー



ムや情報を に書き込み又は から読み出しを行ぅときに、 上

の直接のアドレスを気にすることなく、ファイルを指定することによって、先頭から順に

、又は、指定した位置から順に読み出し及び書き込みを行ぅことができる。

００95 ビデオェンコーダ5による符号ィロ方式である P は、可変レートに対応して

おり、そのため、 秒間に発生する符号量 (ビ、ソトレート) は時間によって大きく変動す

る。そのため、ストリーム制御部9は、 へのデータ書き込み及び から

のデータ読み出しによって符号ィビストリームがオーバーフロー又はアンダーフローし

ないよぅに、符号ィビストリームをストリームバッファ 7に一時的に保持させ、

の状態に応じて符号ィトストリームの への書き出し及び からの読み

込みを行っている。ストリームバッファ 7は、リングバッファで構成されており、書き込

み位置ポインタと読み出口立置ポインタによって有効なデータ領域が管理されてレめ
。すなわち、データの書き込み時には、書き込み位置ポインタを先頭にデータサイズ

分書き込みを 、竹 、書き込んだデータサイズ分だけ書き込み位置ポインタを進める。

一方、データの読み出し時には、読み出口立置ポインタを先頭にデータサイズ分読

み出しを 、竹 、読み出したデータサイズ分だけ読み出口立置ポインタを進める。ただ

し、リングバッファの終了位置に来たときは、ポインタを先頭の位置に戻す処理を行ぅ

００96 次に、放送番組を記録する動作について説明する。ユーザーが手動で録画開始ボ

タンを押した、又は、予め録画タイマーで設定しておいた録画開始時間になると、チ

ューナ2はアンテナ で受信した放送波から指定チヤンネルを選局する。チューナ2

から出力された映像及び音声のアナログ信号は、それぞれビデオ 変換部3及

びオーディオ 変換部4に送られ、デジタル映像信号及びデジタル音声信号に

変換される。録画制御部8は録画開始時にビデオェンコーダ5及びオーディオェンコ

ーダ6に対してェンコード開始を、 7に対して多重処理開始を指示する。すると、

ビデオ 変換部3又はオーディオ 変換部4から出力されたデジタル映像信

号及びデジタル音声信号が順次ビデオェンコーダ5及びオーディオェンコーダ6で

圧縮符号ィロ処理が行われ、さらに、 7で つのプログラムストリームに多重ィビが

行われ、ストリーム制御部9でストリームの制御を行いながら に記録されてい



く。

００9 7 ビデオエンコーダ5は、エンコード単位であるGOP (G o Of P c es)の符号

化が完了する毎に録画制御部8にGOP 符号ィロ完了通知を送る。ストリーム制御部9

は、ビデオエンコーダ5及びオーディオエンコーダ6によって符号ィビされ で多

重された符号化ストリームをストリームバッファ 7の書き込み位置ポインタを先頭に順

次書き込む。一方、ストリーム制御部9は、 が書き込み状態になっていること

を確認しながら、ストリームバッファ 7の読み出 立置ポインタから符号ィヒストリームを

読み出し、 に書き込みを〒ぅ。録画が実行されている間、前記動作を繰り返

し行ぅ。録画終了時には、録画制御部8は、ビデオエンコーダ5及びオーディオエンコ

ーダ6に対して符号ィロ終了を指示し、符号ィビを停止させる。符号化停止後、ストリー

ム制御部9は、ストリームバッファ 7に残っている符号化ストリームを全て に

書き込む。

００98 次に、シーンチェンジ検出と無音検出について説明する。録画制御部8は、GOP

の符号化完了をビデオエンコーダ5から受け取る毎に、シーンチェンジ検出部 3に

対してシーンチェンジ検出コマンドを送る。シーンチェンジ検出部 3は、エンコード

が完了したGOP データをストリーム制御部9から読み出し、映像のシーンチェンジの

検出を〒ぅ。検出方法の一例としては、以下の方法がある。まず、読み出したGOP 単

位のデータから1ピクチヤの復号ィビを行い、ヒストグラムを作成する。そのヒストグラムと

一つ前の1ピクチヤのヒストグラムと比較を 、竹 、ヒストグラムの各要素値の絶対値の差

の合計をシーンチェンジ差異値と定義し、そのシーンチェンジ差異値が予め設定さ

れた閾値より大きければシーンチェンジであると判定する。以下の説明においては、

説明を簡単にするために、GOP を構成するピクチヤ数は 5枚固定であり、そのGOP

の時間は ・5秒であるものとする。よって、シーンチェンジの発生した時刻は、GOP

の個数で簡単に表すことが可能となる。

００99 オーディオ 変換部4は、アナログ音声信号をデジタル音声信号であるリニアP

C 信号に変換する。無音検出部 4は、入力されたリニアPC 号の振幅が予め

設定されている閾値以下の状態が予め設定された時間以上続けば無音区間である

と判定する。ここでは、入力されたリニアPC f 号の振幅が予め設定されている閾



値以下の状態が、3００ミり秒以上続けば、無音区間が発生したと判定する。無音区

間の条件として、ある時間以上、リニアPC 信号の振幅が低い状態が続くことを必要

としている理由は、瞬間的な無音を、無音区間と判定しないよぅにするため、及び、無

音の発生毎に後述するC 放送区間検出動作の頻度が多くなると、システムの処理

負荷が大きくなってC 放送区間検出以外の動作に支障を来たすおそれがあるから

である。無音区間であると判定した場合、録画開始からのサンプル数の累積番号に

より無音開始時刻を算出する。また、無音区間が継続されている状態でリニアPC

信号の振幅が、予め設定されている閾値より大きくなった場合、無音区間が終了した

と判定し、同様にサンプル数の累積番号から無音終了時刻を算出する。

０1００ 図 3は、図 2に示される映像音声記録装置2０の変移点検出部 5の動作を示す

フローチヤートである。変移点検出部 5は、シーンチェンジ検出部 3から送られるシ

ーンチェンジ情報又は無音検出ｧ 4から送られる無音情報に基づいて動作を切り

替える。例えば、変移点検出部 5の動作が開始されて、シーンチェンジ検出部 3に

おいてシーンチェンジの検出動作を行い(ステップS ０ ) 、シーンチェンジ情報とし

てシーンチェンジ検出フラグ、GOP番号、及びシーンチェンジ差異値が変移点検出

部 5に送られたとすると、ステップS ０において検出されたシーンチェンジ情報は

、変移点検出部 5内の変移用マッチングバッファ 9に保存される (ステップS ０2)

０1０1 一方、無音検出部 4によって無音区間が検出されると(ステップ ０3) 、無音区間

情報として無音検出フラグ、無音発生時刻、及び無音終了時刻を変移点検出部 5

に送る。ステップS ０3において判定された無音区間に関する無音情報は、変移点

検出部 5内の変移用マッチングバッファ 9に保存される (ステップ ０4)。無音区

間が検出された場合は、さらに変移用マッチングバッファ 9上で変移点検出、つまり

シーンチェンジと無音が同時に発生した時間位置の検出を行列ステップS ０5)。無

音区間検出毎に変移点検出を行ぅのは、シーンチェンジ検出区間と無音区間の積情

報を取るには、シーンチェンジ検出より発生頻度の低い無音区間検出の度に行ぅこと

が処理効率の面から適しているためである。変移用マッチングバッファ 9には、最新

のシーンチェンジ及び無音区間の情報が一時的に保持されており、双方が一致した

場合は、一致した情報が次の処理であるステップS ０6に送られるとともに、そのシ一



ンチェンジ清報及び無音区間情報と、それ以前のシーンチェンジ情報及び無音区間

情報が破棄される。また、予め設定された一定時間が経過したときにも、シーンチェ
ンジ情報及び無音区間情報が破棄される。このよぅな制御によって、有限のバッファ

サイズであっても、リアルタイムにシーンチェンジと無音区間の一致を検出することが

できる。したがって、変移点マッチングバッファ 9上で、無音区間の開始時刻から終

了時刻までの間に発生したシーンチェンジを、シーンチェンジのGOP 番号をもとに

変移点を検出することができる。そして、シーンチェンジのGOP 番号を変移点の時刻

を表す値として利用する。このよぅにして選出された変移点及び一致したシーンチェ
ンジの差異値及び無音の時間長を次のC フィルタ 6 に送り(ステップS ０6 、

フィルタ 6 内の変移点格納用の変移点スタ、ソクテーブル 8 に保存し、C フィルタ

6の動作を実行する (ステップS ０7)

０1０2 次に、図 2 に示されるC フィルタ 6 によってC 放送区間を検出する方法につ

いて説明する。図 2 に示されるよぅに、C フィルタ 6 内には、変移点に関する情報

を記憶する変移点スグソクテーブル 8 が設けられている。図 4 は、変移点スグソクテ

ーブル 8の一例を示す図である。変移点スグソクテーブル 8は、録画と並行して実

行されるC 放送区間検出動作時に更新されるので、リングバッファの構成をとる。よ

って、リードポインタからライトポインタの手前までがC 放送区間検出のための処理

範囲である。変移点スグソクテーブル 8 内には、変移点の時間位置を示す変移点G

P番号と、後続する変移点がC とみなされた場合の最終変移点の時間位置を示

す連結終 GOP番号と、後続する変移点の個数を示す変移点カウンタと、変移点に

おける無音時間長と、変移点におけるシーンチェンジ差異値と、この変移点の有効・

無効を示す有効無効フラグとが設けられている。

０1０3 変移点GOP 番号は、シーンチェンジが検出されたGOP 番号である。実施の形態6

においては、シーンチェンジの検出精度を G P としているため、録画開始からのG

Pの累積番号で時間を表すことができる。

０1０4 連結終 GOP番号とは、ある変移点を基点としたC 放送区間における最終変移

点のGOP 番号である。図 4 においては、変移点GOP 番号 ０の場合、GOP 番号

０、 4０、 ０ においてC が継続して検出されるので、GOP 番号 ０ が



連結終 GOP番号になる。変移点検出部 5では、変移点 3 3 が検出されると、GO

P番号 ０ にGOP 番号 3０が連結され、変移点 3 3 bから変移点 3 3 までがC

放送区間と判定される。また、変移点GOP 番号に後続する変移点がない場合は、連

結終 GOP番号は、変移点GOP 番号と同じ値になる。

０1０5 変移点カウンタは、C 放送区間においてC が変移点で連結された場合におけ

る変移点の数を示す。

００6 無音時間長は、変移点における無音区間の長さをミり秒単位で示す。

０1０7 シーンチェンジ差異値は、変移点におけるシーンチェンジの変化量を から まで

の値で示す。シーンチェンジ差異値が大きいほど、映像の変化量が大きレ亡とを意味

する。

０1０8 有効無効フラグは、変移点スグソクテーブル内において処理対象範囲であることを

示すフラグであり、変移点が登録されたときには有効 が設定され、C フィルタ 6

の処理において、例えば、 4０のよぅに、先行する変移点に連結された変移点につ

いて無効 ０に変更される。また、ある変移点が処理対象範囲から外れた場合、例え

ば、 ０、 4０、 ０ 、 3 をC 区間として検出した場合に、 ０以前の 6

や、 ０から 3 の間の全ての変移点 6 2 、 83 を無効 ０にすることによっ
て、処理の高速化及び変移点スグソクテーブルに必要なメモリサイズの低減を図るこ

とができる。

０1０9 C フィルタ 6 においては、変移点スグソクテーブル 8の要素である変移点をそれ

ぞれ比較し、変移点の間隔が所定の基準間隔、例えば、 5秒、3０秒、6０秒、又は9

０秒相当であるものを抜き出していく。そのとき、検出誤差、C のフレームレベルで

の長さのばらつき等によりC の長さが 5秒からずれる可能性があるので、そのため

の許容誤差を、例えば、 G P分設ける。よって、先の変移点の間隔として有効な間

隔は、GOP の個数で表現でき、3０G P G P 6０G P G P 2０G P

G P、及び 8０G P ｱ G Pのよぅに、 GOPの許容誤差を設けたGOP の数

で表現することができる。C フィルタ 6 においては、上記変移点の間隔が上記のよ

ぅに予め設定しているGOP の間隔と一致する変移点の間隔をC 候補間隔とする。

さらに、C 候補間隔が連続して2個以上ある場合には、その区間をC 放送区間と



する。

０11０ 図 ( )乃至 ( ) は、実施の形態6の映像音声記録装置2０におけるC 放送区

間検出動作を説明するための図である。図 ( )乃至 ( )を用いてC 区放送間を

特定する方法について説明する。無音検出部 4によって無音区間3 a 3 が

検出された場合を説明する。一方、図 に示されるよぅに、シーンチェンジ32a

…，3 2 が存在するものとする。無音区間については、無音発生時刻と無音終了時

刻が得られ、シーンチェンジについては、シーンチェンジの発生したGOP 番号が得

られる。実施の形態6においては、GOP のフレーム数を固定にしているので、GOP

番号によって一意に時刻を表すことができる。無音とシーンチェンジの時刻を比較し

、同一時刻に無音とシーンチェンジが発生した場合に、この点を変移点とする。ここ

では、図 5 (C) に示されるよぅに、変移点3 3a 33 が検出されている。さらに、各

変移点3 3a 33 の間で、上記C 間隔に一致するものをC と判定する。ここで

は、変移点3 3bから変移点3 3。までの間隔が3０G Pであり、変移点3 3。から変移点

33f までの間隔が6 GOP であり、変移点33f から変移点3 3 までの間隔が2gGOP

であるので、それぞれの区間がC として検出され、さらに、C が3個連続して続く

ので、変移点3 3b 33 がC 放送区間であると判定する。さらに、変移点 か

ら2０G P経過したところで変移点3 3 が検出されるが、変移点3 3 から変移点3 3

までの間隔は、予め設定されたC 放送区間の最大値である 8０G Pを超えている

ので、C が終了したと判断することができ、C 放送区間検出を完了したことを示し

ている。

０111 次に、図 6を用いてC フィルタ 6によるC 検出処理手順について説明する。

変移点検出部 5においてシーンチェンジと無音区間が同時に発生する変移点が検

出されると、その情報がC フィルタ 6に送られることによって、C フィルタ 6の動

作が開始する (ステップS4０ )。検出された変移点の情報は、C フィルタ 6内の変

移点スタ、ソクテーブル 8の最後尾に保存される (ステップS4０2) フィルタ 6内

の変移点スグソクテーブル 8に保存される情報は、有効無効フラグ、変移点GOP 番

号、連結終 GOP番号、連続するC として検出された変移点の個数である変移点

カウンタ値、検出された変移点の無音時間長、及びシーンチェンジの変ィロ量を示す



シーンチェンジ差異値である。次に、変移点スタックテーブル 8の読み出し基点を設

定する (ステップS 4０3 ) 。図 5 (C ) において、例えば、前回、変移点 33a の処理まで

完了していたとすると、今回は次の変移点 3 3 bを最初の基点とする。次に、変移点の

終点側を設定する (ステップS 4０7 )。図 5 (C ) においては、変移点 33c を終点とする

。もしも、変移点スタックテーブル 8 に終点となる変移点がなければ (ステップ 4０8 )

、次の基点を取得する (ステップS 4０4 )。図 5 (C ) においては、基点が変移点 33a

で終点が変移点 3 3 の場合に、基点を変移点 3 3 bにする処理である。ここで、次の基

点が見つからなければ (ステップS 4０4 ) C 検出処理を終了する (ステップS 4０6 )

。基点と終点が決定した場合、基点から終点までの時間長を求める (ステップ 4０9 )

。図 5 (C ) においては、基点が変移点 3 3 b、終点が変移点 33c の場合には、基点

０と終点 4０との差 (すなわち、変移点間隔) である3０ P が、時間長である。この

時間長が、C 基準時間である3０G P ｱ G P 6０G P G P 2０G P

G P、及び 8０G P ｱ G Pのいずれかに一致していれば (ステップS 4 ０) 、基

。さらに、終点の有効無効フラグを無効化し(ステップS ) 、基点の変移点カウント

を一つ増分する (ステップS 4 3 ) 。また、ステップS 4 ０においてC 基準時間長で

はないと判定された場合は、次に、基点と終点間の時間長が最大C 基準時間長で

ある 8０G P ｱ G Pを超えているか否かを判断し(ステップS 4 4 ) 、超えていると

判定された場合には、基点から連結終 GOP番号までをC 放送区間と判定し、C

放送区間の情報を録画制御部8 に送る (ステップS 4 5 ) 。さらに、次回のC 放送

区間検出処理の基点を今回のC 放送区間の最終変移点の次の変移点に設定す

ると共に、検出した最終変移点より前の変移点の有効無効フラグを無効ィビする (ステ

、ソプS 4 6 )

上記ステップを録画動作中継続して実行することによって、記録する放送番組のC

放送区間をリアルタイムに検出することができる。C フィルタ 6で検出したC 放

送区間の時刻情報は、録画制御部8 に一且渡され、録画した番組の管理情報を扱ぅ

ナビゲーション部 2 に伝えられ、ファイルシステム ０によってファイルィビされ、C 放

送区間情報記録手段として機能する 上に記録される。



０113 上記のように映像音声記録装置2０を構成することによって、放送番組を録画しなが

らC 放送区間を検出することができる。

０114 また、シーンチェンジ検出機能を有しないエンコーダを用いた場合、通常、録画実

行後にあらためて録画された番組を解析する必要があるが、本発明の構成において

は、録画動作と並行してC 放送区間の検出が行うことができるので、エンコーダの

選択の範囲が広くなり、結果コストや調達性を重視したエンコーダの選択が可能にな

る。

０115 さらに、ストリーム制御部9からシーンチェンジ検出部 3及び無音検出部 4にストリ

ームを送ることによって、 に録画されている番組に対して、C 放送区間検

出を〒うことも可能である。ただし、その場合、無音検出はシーンチェンジと同様にス

トリームから解析する方法を使用しなければならない。

０116 また、シーンチェンジ検出結果と無音検出結果を一時的な記憶領域である変移点

マッチングバッファ 9 に記録し、変移用マッチングバッファ 9の記憶領域上で比較

することによって、リアルタイムに変移点を検出することができ、よって、録画と並行し

てC 放送区間の検出が可能になる。また、同時に発生しているシーンチェンジと無

音区間が、ある程度の時間差をもって変移点検出部 5に通知されたとしても、変移

点マッチングバッファ 9で情報が保持されているので、片方の情報をとりこぼすこと

なくC 放送区間の検出を実行できる。

０117 また、シーンチェンジ検出時には一時的な記憶領域である変移用マッチングバッフ

ァ 9への登録のみを実行し、一方で無音が検出されたときは変移用マッチングバッ
ファ 9への登録だけでなく、変移用マッチングバッファ 9上で無音と同時に発生す

るシーンチェンジを検出し、さらに、C 放送区間の検出処理を〒う構成にすることに

よって、検出回数の少ない無音検出に同期して処理を〒うことができるので、 P の

処理時間が少なく、かつシステム負荷の少ない状態でC 放送区間の検出を〒うこ

とができる。

０118 また、C 放送区間検出の単位をフレーム単位でなく、例えば、GOP 単位とするこ

とによって処理頻度及び処理負荷の低減を計れるだけでなく、C 毎にC の長さが

数フレーム違う場合であっても、各C の長さの違いに影響されずに、C 放送区間



の検出を〒うことができる。

０119 また、以上の説明においては、シーンチェンジ検出単位を G Pとしているが、シ

ーンチェンジ検出単位を複数のGOP 単位としてもよい。また、シーンチェンジ検出単

位を任意の数のフレーム毎にしてもよい。

０12０ また、以上の説明においては、シーンチェンジ及び無音検出処理を〒う方法として

ソフトウェアによる例を示したが、ハードウェアによって実行してもよい。また、音声は

オ一ヂイオ 変換 出力を直接解析しているが、符号化ストリームから解析して

無音を検出してもよい。

０121 実施の形態7・

実施の形態7においては、C 間の境界付近に複数の変移点が存在する場合に、

C 間の境界と判定する変移点を選択する方法について説明する。通常、C の前

後部分には、宣伝を〒う企業名や製品名などのテロップが一時的に表示されることが

多い。このため、C 間の境界付近においては、無音及びシーンチェンジが同時に

起こり、変移点が複数回連続して発生する場合が多い。一方、C 放送区間の検出

においては、C の時間長さの誤差や検出遅れ及び検出ばらつきを補うため、基準

とするC 長さに対して、ある程度の幅を持たせて検出を行っている。例えば、実施

の形態6においては、 5秒のC を検出するために、3０ G Pの範囲内で検出

を実行している。しかしながら、ｱ GOP の検出幅において複数回の変移点が存在

することがあり、候補となる変移点から つの変移点を選択する指針が必要であった。

そこで、実施の形態7においては、候補となる変移点から つの変移点を選択する指

針となる3つの選択基準を示す。

０122 図 ( )乃至 (C) は、候補となる変移点と選択された変移点を示している。第 の

方法は、図 ( ) に示すように、変移点間隔が3０G P 6０G P、及びg０G Pの

ように、基準時間からｱ０G Pとなるように、次の変移点を選択していく方法である。

０123 第2の方法は、図 のGOP 番号 3０からGOP 番号 5 9 までに示すように、

あるC 境界検出において選択された変移点の間隔が 2gG P (二 3０G P G

P となった場合に、図 7 ( のGOP番号 6０からGOP 番号 9０までに示すように

、次のC 境界検出における選択された変移点の間隔を、3 G P (二 3０G P



GOP) を中心に選択する方法である。これは、選択された変移点が一時的に基準値

からずれた場合 (図 ) におけるGOP 番号 5 9 に相当する。) 、次の変移点は、

ずれを打ち消すGOP を優先して選択するものである (図 ) におけるGOP 番号

9０に相当する)。すなわち、予め設定された基準時間 (例えば、3０G P)を中心と

する所定の時間範囲内 (ｱ GOP の範囲内) に、検出されたシーンチェンジと検出さ

れた無音区間が同時に発生する変移点が複数検出された場合には、C フィルタ

6は、直前に判定されたC の時間長と、次に前判定されるC の時間長との合計が

、前記予め設定された基準時間 (例えば、3０G P)の整数倍に近づける度合いの大

きい変移点をC 放送区間を規定するための変移点と判定する。

０124 第3の方法は、累積した時間が、できるだけｱ０G Pになるよぅに選択する方法で

ある。これは、図 C に示されるよぅに、選択された変移点をGOP 番号 ０、 29

58 とした後に、GOP 間隔が 3０ｱ０G PとなるGOP 番号 88 を選択せずに、G

P間隔が3０ G PとなるGOP 番号 89 を選択し、さらに次の検出に際して、G

P間隔が3０G P G Pや3０G Pｱ０G Pを選択せずに、GOP 番号 2０を

選択することによって、変移点のずれが全体としてｱ０G Pになるよぅにするものであ

る。すなわち、予め設定された基準時間 (例えば、3０G P)を中心とする所定の時間

範囲内 ( G Pの範囲内) に、検出されたシーンチェンジと検出された無音区間が

同時に発生する変移点が複数検出された場合には、C フィルタ 6は、判定される

C 放送区間を、予め設定された基準時間 (例えば、3０G P)の整数倍に近づける

度合いの大きい変移点をC 放送区間と規定するための変移点と判定する。

０125 上記第2の方法又は第3の方法を採用することによって、検出誤差等によって、一

且変移点が本来のC 間の境界位置からずれた場合であっても、補正処理が可能と

なり、結果としてC 放送区間検出精度を向上させることができる。

０126 また、変移点のずれが全体としてｱ０G Pとなる変移点を優先的に選択することに

よって、検出したC 放送区間が基準時間に近くなるよぅになり、C 放送区間の検

出精度が向上する。

０ 27 また、累積時間数又はGOP数の累積値の基準時間からのずれが、 ０G Pにな

るよぅに、検出した変移点に対して重み付けを行ぅことによって、 つのC を検出す



るための誤差である G PがC 放送区間を継続して実行するなかで、C の数

が増えるほど累積する、すなわち、本来のC 境界からずれる、さらには本来のC

境界からずれることによって検出すべきC が検出できなくなるれづ問題を低減する

ことができる。

０128 なお、実施の形態7において、上記以外の点は、上記実施の形態6の場合と同じで

ある。

０ 29 実施の形態8・

実施の形態8においては、変移点における無音時間長を用いてC 放送区間の検

出精度を向上させる方法を説明する。

０13０ 一般に、テレビ放送番組においては、 つのC の前後には約０・5秒程度の無音

部分が存在し、C とC のつなぎ目である境界付近においては、双方のC の無

音部分の和で約 秒 (与０・5秒 ) の無音部分が存在する。一方、番組本編からC

に移行するとき、及び、C から番組本編に移行するときは、番組本編側の無音部

分が短い場合が多く、双方の無音部分の和で約０・6秒程度の無音部分が入るのみ

である。

０131 図 8は、実際に放送されている任意の2０番組、5 9 本のC を含む放送区間に

おいて、あるC とその次のC の間の無音部分の時間長さを測定した結果を示す

グラフである。図 8に示されるよぅに、C 間の無音部分のほとんどが ・8秒から ・

4秒までの間に存在している。

０132 図 9は、図 8の場合と同じ任意の2０番組の放送区間において、C 放送区間が

終了して番組本編に移行するときの無音部分の時間長さを測定した結果を示すグラ

フである。図 9に示されるよぅに、C 放送区間から番組本編に移行するときは、無

音部分の時間長さのほとんどが、約０・4秒から約 ・2秒までの間に存在していること

がわかる。すなわち、実施の形態6で示した変移点における無音時間長が ・4秒か

ら ・8秒までの間、又は、 ・4秒以上であれば、ほとんどの場合においてC が終了

し番組本編に移行したと判断することができる。

０ 33 図2０は、C 間の無音時間長を用いてC 放送区間を検出する方法を示すフロー

チヤートである。図2０において、図 6のステップと同じステップには、同じ符号を付し



ている。実施の形態8における基本的なC 放送区間の検出方法は、実施の形態6

の場合と同じであるが、実施の形態8においては、ステップS 4 2 で変移点の無音時

間長について検証を 、竹 、C が 2つ以上検出されている状態において、先述のと

おり、無音時間長が ・8秒から ・4秒まで (すなわち、第 の規定範囲) に入らなけ

ればC が終了したと判定する工程が追加されている。また、C 放送区間が検出さ

れた場合においても、C 放送区間の各変移点の無音時間長において少なくとも

つ以上、 ・8秒から ・4秒までの範囲内の時間長を持つ無音部分が存在している

かを検証し(ステップ 42０) 、 ・8秒から ・4秒までの範囲内の時間長を持つ無音

部分が含まれていなければ、C 放送区間として採用しない工程が追加されている。

０134 上記のよぅに構成することによって、C 放送区間の終了及び本編開始位置を検出

することができ、C 放送区間の検出精度を向上させることができる。

０135 とくに、C から番組本編に移行した後に、C 間隔と同じ間隔でシーンチェンジと

無音が発生した場合、番組本編の冒頭部分をC であると誤検出する場合があるが

、無音時間長によりC 終了位置を精度良く検出でき、番組本編冒頭をC と誤検

出する事態の発生頻度を低減でき、結果として、C 放送区間の検出精度を向上さ

せることができる。

０136 さらに、番組本編中においてシーンチェンジと無音区間が同時に複数発生し、その

間隔がC 放送区間におけるシーンチェンジと無音区間の発生の間隔と同じであっ
た場合に、番組本編をC 放送区間であると誤検出する場合があるが、無音時間長

がC 間の無音時間長と一致していることを条件とするために、番組本編をC と誤

検出する事態の発生頻度を低減させることができる。

０137 なお、実施の形態8において、上記以外の点は、上記実施の形態6及び7の場合と

同じである。

０138 実施の形態9・

実施の形態9においては、シーンチェンジの変化量を示すシーンチェンジ差異値を

利用して検出精度を向上させることができるC 放送区間の検出方法について説明

する。

０139 図2 は、実施の形態9の映像音声記録装置における、シーンチェンジ差異値を利



用したC 放送区間の検出方法を示すフローチヤートである。また、図22は、実施の

形態9の映像音声記録装置における、シーンチェンジ差異値を利用したC 放送区

間検出方法を説明するための図である。図22には、検出されたC 放送区間と、C

放送区間における各C の境界に位置する変移点5 a 5 fが示されている。

一般に、C と番組本編の間、又は、C とC の間の映像的な因果関係は乏しく、

よって、シーンチェンジの変化量は極めて大きレ祐のとなる。実施の形態9において

は、C と番組本編の間、及び、C とC の間におけるシーンチェンジ差異値が、

番組本編内におけるシーンチェンジ差異値よりもが大きレ亡とを利用して、番組本編

を誤ってC とみなす誤検出を低減する方法について示す。

０14０ 図2 のフローチヤートに示される動作は、実施の形態6における図 6のフローチヤ

ートに示される動作を基本とし、さらに、シーンチェンジ差異値を利用した幾つかの判

断と処理が追加されている。図2 において、図 6のステップと同じ又は対応するス

テップには、同じ符号を付している。

０14 1 まず、C フィルタ 6は、基点となる変移点から終点となる変移点までの時間長が

C 基準時間長 (例えば、 5秒、3０秒、6０秒、9０秒など) と同じと判定された(ステッ
プS4 ０) 後に、その基点と終点が先頭C であり、かつ、時間長が6０秒又は9０秒

であるかを判定する (ステップ 43０)。その条件に一致した場合、基点のシーンチェ
ンジ差異値と終点のシーンチェンジ差異値を比較し(ステップ 43 ) 、基点のシーン

チェンジ差異値が大きければ基点位置からC が開始されたと判定し、ステップS4

に復帰する。図22においては、変移点5 aと変移点5 bのシーンチェンジ差異値

を比較し、シーンチェンジ差異値が大きい方を番組本編とC の境界と判定すること

を示す。

０142 一方、ステップ 43 において、基点のシーンチェンジ差異値より終点のシーンチェ
ンジ差異値のほぅが大きいと判断した場合は、C フィルタ 6は、終点位置からC

が開始される、すなわち、この基点と終点の間は番組本編が継続されていると判定す
る。

０143 同様に、C フィルタ 6は、C 終了時にも最終C であり、かつ、時間長が6０秒

又は9０秒であるかを判定し(ステップ 432)、条件に一致した場合、基点のシーン



チェンジ差異値と終点のシーンチェンジ差異値を比較し(ステップ 433)、基点のシ

ーンチェンジ差異値より終点のシーンチェンジ差異値が大きければ終点位置から番

組本編が開始されたと判定し、処理をステップ 435に移す。図22においては、変移

点5 eのシーンチェンジ差異値と変移点5 fのシーンチェンジ差異値を比較し、シー

ンチェンジ差異値が大きい方をC と番組本編の境界と判定することを示す。

０144 一方、終点のシーンチェンジ差異値より基点のシーンチェンジ差異値のほぅが大き

いと判断した場合は、C フイルタ 6は、基点位置から番組本編が開始された、すな

わち、この基点と終点の間はすでに番組本編に入っていると判定する。このよぅに、C

開始時又は本編開始時において6０秒又は9０秒などの長く、かつ、放送される頻

度の少ないC の場合、その区間の前後のどちらがより映像の変ィロ量が大きいかに

よって番組本編とC の境界を判断する。番組本編の冒頭や最後は、ひとまとまりの

エピソードや コーナーなど編集された単位になっている場合があり、その場合に、C

と誤検出する可能性があるが、実施の形態gのC 放送区間検出方法においては

、より映像変ィビの大きいC 境界を見つけることによって、正確にC と番組本編の

境界を検出することができる。

０145 また、ステップ 435においては、全変移点のシーンチェンジ差異値をチェックし、

シーンチェンジの判定に用いた閾値より大きな、第2の閾値と比較し、C 放送区間

の少なくとも一つの変移点のシーンチェンジ差異値が第2の閾値を越えていれば、C

放送区間として扱ぅステップS4 5に移り、反対に、超えていなければこのC 放送

区間を無効ィビする (ステップ 436)。図 4で説明すると、シーンチェンジ差異値の閾

値が ・9であったとすると、変移点3 3b 33c 33 33 のぅち変移点3 3b及び3 3

のシーンチェンジ差異値が閾値０・9を超えているため、変移点3 3bから変移点3 3

までの期間をC 放送区間と判定する。

０146 上記のよぅに番組本編とC との境界のC においてシーンチェンジ差異値を番組

本編とC の境界選択に利用することによって、番組本編とC との境界を判定する

ことができ、番組本編の冒頭又は最後をC として誤検出する事態の発生頻度を低

減させることができる。

０147 また、検出したC 放送区間内においてシーンチェンジ差異値の少なくとも一つが



、ある閾値を超えない場合、C でないと判定することによって、C に比べて映像の

変ィロ量の少ない番組本編をC であると誤検出する事態の発生頻度を低減させるこ

とができる。

０148 なお、実施の形態9において、上記以外の点は、上記実施の形態6乃至8の場合と

同じである。

０149 実施の形態 ０

実施の形態 ０においては、記録されたストリームの先頭に数秒のC があり、その

C に続いて本編が記録されているよぅな場合に、その数秒の断片ィビされたC を検

出する方法について示す。通常、映像音声記録装置2０は、記録を開始すると判断し

てから、実際の記録が開始されるまでに一定の時間が必要とされており、そのために

予め設定されていた記録開始時刻から数秒遡って記録を開始するよぅに構成されて

いるものが多い。また、映像音声記録装置の内部に持っている時計は、常に正確な

時刻を指し示している保障はない。そのため、例えば、放送番組がP g ００に開始

予定であり、かつ、P g ００ちょぅどの本編が開始されたとしても、記録されたストリー

ムの先頭に記録されてしまぅことがあった。実施の形態 ０では、記録されたストリーム

の先頭に記録された断片ィビされたC を抽出する方法を示す。

０15０ 図23を用いて実施の形態 ０を説明する。シーンチェンジと無音が同時に発生した

点である変移点が、記録されているストリームから検出されたとする。その変移点が、

図23の強制C ィロ区間6 内の最終に発生した変移点6０cをC と本編の境界と判

断し、記録開始位置6 2から6０cの間をC とみなす。強制C 化区間は、映像音声

記録装置の仕様によって決定され、例えば、記録予定時刻より5秒前から記録が開

始されるのであれば、強制C ィロ区間は5秒とすればよい。また、映像音声記録装置

の内部時計の誤差分、例えば、2秒を勘案し、7秒に設定してもよい。ここで、強制C

ィロ区間の最終変移点6０cをC と本編の境界として採用しているのは、強制C

化区間の時間幅が実際の記録開始時刻と記録予定時刻の差にほぼ等 吐ぅに設

定していることと、C 内の変移点発生頻度は本編中の変移点発生頻度に比べて、

かなり高いことによる。

０151 以上より、予め設定された記録予定時刻ちょぅどから記録を開始しないために、本



編前の不要なC から記録を開始するよぅな映像音声記録装置であっても、本編より

前の不要なC を検出することができる。

０152 また、映像音声記録装置の内部時計が正確な時刻を刻んでいなくても、本編より前

の不要なC を検出することができる。

０153 また、実施の形態 ０では、強制C ィロ区間における最終変移点をC と本編の境

界として採用する方法を取ったが、強制C ィロ区間の代わりに、強制C ィヒ時刻とし

て記録開始時刻から、例えば、5秒経過した時刻を用い、その強制C ィビ時刻に最も

近い変移点をC と本編の境界として採用するよぅ構成してもよい。図2 3では、6０d

とC を本編の境界として採用する方法である。

０154 また、実施の形態6乃至 ０の各構成を選択的に組み合わせて、C 放送区間の検

出を行ぅこともできる。



請求の範囲

映像データを符号ィビして符号ィビストリームを出カする符号ィロ手段と、

前記符号ィロ手段から出力された符号ィビストリームを記録する記録手段と、

前記符号ィロ手段から出力された符号ィビストリームを前記記録手段に転送するストリ

ーム制御手段と、

前記符号ィロ手段から出力された符号ィビストリームを復号ィビし、該復号ィビされた映像

データのシーンチェン、ジを抽出する映像変化点抽出手段と、

前記符号ィロ手段から符号ィビストリームの符号ィロ単位毎に符号ィロ完了通知を取得し

、該符号ィロ完了通知を取得したときに前記映像変化点抽出手段に対するシーンチェ
ンジ抽出指示を出カする録画制御手段と

を有することを特徴とする映像記録装置。

2 前記映像変化点抽出手段は、

前記符号ィロ手段から出力された符号ィビストリームを復号ィビする復号ィロ手段と、

前記復号ィビされた映像データのヒストグラムを生成するヒストグラム生成手段と、

前記生成されたヒストグラムを所定の画素数毎に交互に保持する第 のヒストグラム

バッファ及び第2のヒストグラムバッファと、

前記第 のヒストグラムバッファに保持されたヒストグラムと前記第2のヒストグラムバッ
ファに保持されたヒストグラムの差異値を求める差分抽出手段と、

前記差分抽出手段で求めた差異値と予め定められた閾値とを比較するシーンチェ
ンジ判定手段と、

前記録画制御手段からのシーンチェンジ抽出指示に基づいて前記映像変化点抽

出手段を制御するシーンチェン、ジコマンド制御手段と

を有することを特徴とする請求項 に記載の映像記録装置。

3 前記記録手段よりもデータの書込み速度及びデータの読出し速度が早く、前記スト

リーム制御手段に入力された符号ィビストリームを一時的に記憶する一時記憶手段を

さらに有し、

前記映像変化点抽出手段によるシーンチェン、ジの抽出は、前記一時記憶手段から

読み出された符号化ストリームに対して実行される



ことを特徴とする請求項 に記載の映像記録装置。

4 前記符号ィロ手段からの符号ィロ完了通知の送信は、前記符号ィロ手段から符号ィビス

トリームが 又は複数Go 出力される毎に実行されることを特徴とする請求項 に記

載の映像記録装置。

5 前記符号ィロ手段からの符号ィロ完了通知の送信は、前記符号ィロ手段から符号ィビス

トリームが 又は複数スライス出力される毎に実行されることを特徴とする請求項 に

記載の映像記録装置。

6 前記符号ィロ手段からの符号ィロ完了通知の送信は、前記符号ィロ手段から符号ィビス

トリームが 又は複数マクロブロック出力される毎に実行されることを特徴とする請求

項 に記載の映像記録装置。

7 前記映像変化点抽出手段によるシーンチェン、ジ抽出動作は、前記録画制御手段

からのシーンチェン、ジ抽出指示の受信に同期して実行されることを特徴とする請求項

に記載の映像記録装置。

8 前記映像変化点抽出手段が、前記録画制御手段からのシーンチェン、ジ抽出指示

を一時保持する制御命令保持手段を有し、

前記映像変化点抽出手段によるシーンチェン、ジ抽出動作は、前記制御命令保持

手段から出力されたシーンチェン、ジ抽出指示に基づいて、前記録画制御手段からの

シーンチェン、ジ抽出指示の受信に非同期のタイミングで実行される

ことを特徴とする請求項 に記載の映像記録装置。

9 前記制御命令保持手段は、前記シーンチェン、ジ抽出指示を複数回分保持し、所定

の符号ィロ単位のシーンチェン、ジ抽出が完了する毎に、前記シーンチェン、ジ抽出指示

に対応した処理をすることを特徴とする請求項8に記載の映像記録装置。

０ 前記符号ィロ手段が、 c を用いて映像データを圧縮し、

前記映像変化点抽出手段が、前記復号ィビに際して、符号ィトストリームの画素サイ

ズに応じて符号ィビストリームの c 係数の復号化次数を制御する

ことを特徴とする請求項 に記載の映像記録装置。

前記映像変化点抽出手段が、符号ィビストリームの画素サイズに応じて符号ィビストリ

ームの復号ィビスライスを制御することを特徴とする請求項 ０に記載の映像記録装置



2 前記ヒストグラム生成手段は、前記ヒストグラムの分布が、指定した色分布に適合す

るかを判定し、指定した色分布であると判定した場合、指定した色分布以外のヒストグ

ラムを前記第 のヒストグラムバッファ及び前記第2のヒストグラムバッファに出カするこ

とを特徴とする請求項2に記載の映像記録装置。

3 符号ィロ手段によって映像データを符号ィビして符号ィビストリームを出カするステップ

と、

前記符号ィビストリームをストリーム制御手段によって転送して記録手段に記録する

ステップと、

録画制御手段によって前記符号化手段から符号ィトストリームの符号ィロ単位毎に符

号ィロ完了通知を取得し、該符号ィロ完了通知を取得したときに映像変化点抽出手段

に対するシーンチェンジ抽出指示を出カするステップと、

前記映像変化点抽出手段によって、前記符号ィロ手段から出力された符号ィビストリ

ームを復号化し、該復号ィヒされた映像データのシーンチェンジを抽出するステップと

を有することを特徴とするシーンチェンジ抽出方法。

4 前記シーンチェンジを抽出するステップが、

前記符号ィロ手段から出力された符号ィビストリームを復号ィトするステップと、

前記復号ィビされた映像データのヒストグラムを生成するステップと、

前記生成されたヒストグラムを所定の画素数毎に交互に第 のヒストグラムバッファ

及び第2のヒストグラムバッファに保持するステップと、

前記第 のヒストグラムバッファに保持されたヒストグラムと前記第2のヒストグラムバッ
ファに保持されたヒストグラムの差異値を求めるステップと、

前記求められた差異値と予め定められた閾値とを比較するステップと、

前記録画制御手段からのシーンチェンジ抽出指示に基づいて前記映像変化点抽

出手段を制御するステップと

を有することを特徴とする請求項 3に記載のシーンチェンジ抽出方法。

5 前記記録手段よりもデータの書込み速度及びデータの読出し速度が早い一時記

憶手段に、前記ストリーム制御手段に入力された符号ィビストリームを一時的に記憶さ



せるステップさらに有し、

前記映像変化点抽出手段によるシーンチェン、ジの抽出は、前記一時記憶手段から

読み出された符号化ストリームに対して実行される

ことを特徴とする請求項 3に記載のシーンチェン、ジ抽出方法。

6 前記符号ィロ手段からの符号ィロ完了通知の送信は、前記符号ィロ手段から符号ィビス

トリームが 又は複数GOP出力される毎に実行されることを特徴とする請求項 3に記

載のシーンチェン、ジ抽出方法。

7 前記符号ィロ手段からの符号ィロ完了通知の送信は、前記符号ィロ手段から符号ィビス

トリームが 又は複数スライス出力される毎に実行されることを特徴とする請求項 3に

記載のシーンチェン、ジ抽出方法。

8 前記符号ィロ手段からの符号ィロ完了通知の送信は、前記符号ィロ手段から符号ィビス

トリームが 又は複数マクロブロック出力される毎に実行されることを特徴とする請求

項 3に記載のシーンチェン、ジ抽出方法。

9 前記映像変化点抽出手段によるシーンチェン、ジ抽出動作は、前記録画制御手段

からのシーンチェン、ジ抽出指示の受信に同期して実行されることを特徴とする請求項

3に記載のシーンチェン、ジ抽出方法。

2０ 前記録画制御手段からのシーンチェンジ抽出指示を制御命令保持手段に一時保

持させるステップをさらに有し、

前記映像変化点抽出手段によるシーンチェン、ジ抽出動作は、前記制御命令保持

手段から出力されたシーンチェン、ジ抽出指示に基づいて、前記録画制御手段からの

シーンチェン、ジ抽出指示の受信に非同期のタイミングで実行される

ことを特徴とする請求項 3に記載のシーンチェン、ジ抽出方法。

2 前記制御命令保持手段にシーンチェン、ジ抽出指示を一時保持させるステップにお

いて、前記シーンチェン、ジ抽出指示を複数回分保持させ、所定の符号化単位のシー

ンチェン、ジ抽出が完了する毎に、前記シーンチェン、ジ抽出指示に対応した処理をす

ることを特徴とする請求項2０に記載のシーンチェン、ジ抽出方法。

22 前記符号ィロ手段が、 C を用いて映像データを圧縮し、

前記映像変化点抽出手段が、前記復号ィビに際して、符号ィトストリームの画素サイ



ズに応じて符号ィビストリームの C 係数の復号化次数を制御する

ことを特徴とすることを特徴とする請求項 3に記載のシーンチェン、ジ抽出方法。

23 符号ィビストリームの画素サイズに応じて符号ィビストリームの復号ィビスライスを制御す

ることを特徴とする請求項22に記載のシーンチェン、ジ抽出方法。

24 前記ヒストグラム生成手段は、前記ヒストグラムの分布が、指定した色分布に適合す

るかを判定し、指定した色分布であると判定した場合、指定した色分布以外のヒストグ

ラムを前記第 のヒストグラムバッファ及び前記第2のヒストグラムバッファに出カするこ

とを特徴とする請求項 4に記載のシーンチェン、ジ抽出方法。

25 入力された映像データ及び音声データを符号ィビして符号ィビストリームを出カする符

号ィロ手段と、

前記符号ィロ手段から出力された符号ィビストリームを記録する記録手段と、

前記符号ィロ手段から出力された符号ィビストリームを復号化し、該復号化されたデー

タから映像のシーンチェンジを検出する映像変化点検出手段と、

前記音声データから無音区間を検出する無音検出手段と、

前記映像変化点検出手段によって検出されたシーンチェン、ジと前記無音検出手段

によって検出された無音区間が同時に発生する変移点を検出する変移点検出手段

と、

前記変移点検出手段によって検出された変移点の間隔が予め設定された基準時

間を中心とする所定の時間範囲内になる変移点の組み合わせが連続して2つ以上

継続する区間をC 放送区間と判定するC 放送区間判定手段と、

前記C 放送区間判定手段によって判定されたC 放送区間の時刻情報を記録

するC 放送区間情報記録手段と

を有することを特徴とする映像音声記録装置。

26 前記変移点検出手段が、

前記映像変化点検出手段によって検出されたシーンチェン、ジ情報と前記無音検出

手段によって検出された無音区間情報を一時的に保持する一時記憶手段を有し、

前記一時記憶手段上でシーンチェンジと無音区間が同時に発生する時刻を検出

する



ことを特徴とする請求項25に記載の映像音声記録装置。

27 前記変移点検出手段による変移点の検出動作及び前記C 放送区間判定手段に

よるC 放送区間の判定動作は、前記無音検出手段によって無音区間が検出される

毎に実行されることを特徴とする請求項25に記載の映像音声記録装置。

28 前記映像変化点検出手段によるシーンチェンジの検出動作は、複数フレームを

単位とする処理単位毎に実行され、

前記C 放送区間判定手段による前記C 放送区間の判定動作は、前記映像変

化点検出手段によるシーンチェンジの検出動作と同じ処理単位毎に実行される

ことを特徴とする請求項25に記載の映像音声記録装置。

29 前記C 放送区間判定手段が用いる前記基準時間が、予め決められた数のGOP

に相当する時間であり、

前記C 放送区間判定手段が用いる前記基準時間を中心とする所定の時間範囲

内が、前記予め決められた数のGOPを中心にしてｱ GOPの範囲内である

ことを特徴とする請求項25に記載の映像音声記録装置。

3０ 前記C 放送区間判定手段が用いる前記基準時間を中心とする所定の時間範囲

内に、前記変移点が複数検出された場合には、

前記C 放送区間判定手段は、

前記C 放送区間判定手段により直前に判定された変移点間隔が前記基準時間

よりも第 の値だけ長い場合には、次に前記C 放送区間判定手段により判定される

変移点間隔を前記基準時間よりも第 の値だけ短くする変移点を、C 放送区間を

規定するための変移点として優先的に選択し、

前記C 放送区間判定手段により直前に判定された変移点間隔が前記基準時間

よりも第2の値だけ短い場合には、次に前記C 放送区間判定手段により判定される

変移点間隔を前記基準時間よりも第2の値だけ長くする変移点を、C 放送区間を

規定するための変移点として優先的に選択する

ことを特徴とする請求項25に記載の映像音声記録装置。

3 前記C 放送区間判定手段が用いる前記基準時間を中心とする所定の時間範囲

内に、前記変移点が複数検出された場合には、



前記C 放送区間判定手段は、前記C 放送区間判定手段によって判定されるC

放送区間を、前記基準時間の整数倍に近づける度合いの大きい変移点を、C

放送区間を規定するための変移点と判定する

ことを特徴とする請求項25のいずれかに記載の映像音声記録装置。

32 前記無音検出手段は、音声データの無音部分の発生時刻と無音時間長を検出し

、無音時間長が予め定められた第 の規定範囲内であれば、前記無音部分を、前記

変移点を検出するために用いられる前記無音区間であると判定し、

前記C 放送区間判定手段は、検出された第3番 目以降の変移点の無音時間長

が予め定められた第 の規定範囲外であればC 放送区間が終了したと判定する

ことを特徴とする請求項25に記載の映像音声記録装置。

33 前記C 放送区間判定手段によって判定されたC 放送区間の変移点の中に、無

音時間長が第 の規定範囲内に有る変移点が存在しない場合、前記C 放送区間

判定手段によって判定された前記C 放送区間を前記記録手段に記録しない

ことを特徴とする請求項32記載の映像音声記録装置。

34 前記映像変化点検出手段から出力される情報は、シーンチェンジ発生時間と、シ

ーンチェンジにおける映像データの変ィビの度合いを示すシーンチェンジ差異値とを

含み、

前記C 放送区間判定手段によって検出されたC 放送区間の変移点の中に、シ

ーンチェンジ差異値が予め設定されたシーンチェンジ基準値よりも大きい変移点が

存在しない場合、前記C 放送区間判定手段によって判定された前記C 放送区間

を前記記録手段に記録しない

ことを特徴とする請求項25に記載の映像音声記録装置。

35 前記C 放送区間判定手段は、変移点間隔が6０秒又は9０秒であり、かつ、C と

番組本編の境界にあたる場合、基点となる変移点のシーンチェンジ差異値と終点と

なる変移点のシーンチェンジ差異値の比較結果に基づいて、C 放送区間と番組本

編と判定することを特徴とする請求項34に記載の映像音声記録装置。

36 前記C 放送区間判定手段が、前記変移点検出手段によって検出された変移点、

のぅち、ストリームが記録開始されてから規定時間内において、最後尾に発生した変



移点までをc 放送区間と判定することを特徴とする請求項25に記載の映像音声記
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* Special categories of cited documents: "T" later document published after the international filing date or pπoπty
"A" document defining the general state of the art which is not considered to date and not in conflict with the application but cited to understand

be of particular relevance the pπnciple or theory underlying the invention

"E" earlier application or patent but published on or after the international filing "X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be
date considered novel or cannot be considered to involve an inventive

"L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is step when the document is taken alone

cited to establish the publication date of another citation or other "Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be
special reason (as specified) considered to involve an inventive step when the document is

"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means combined with one or more other such documents, such combination

"P" document published pπor to the international filing date but later than the being obvious to a person skilled in the art

pπoπty date claimed "&" document member of the same patent family
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Box No. II Observations here certain claims ere found unsearchable (Continuation of item 2 of first sheet)

This inte ational search report has not been established in respect of certain claims under Article 17(2)(a) for the following reasons:

I I Claims Nos.:
because they relate to subject matter not required to be searched by this Authority, namely:

2. I I Claims Nos.:
because they relate to parts of the international application that do not comply with the prescribed requirements to such an
extent that no meaningful international search can be carried out, specifically:

I I Claims Nos.:
because they are dependent claims and are not drafted in accordance with the second and third sentences of Rule 6.4(a).

Box No. Ill Observations where unity of invention is lacking (Continuation of item 3 of first sheet)

This nternational Searching Authority found multiple inventions in this international application, as follows:
The inventions o f claims 1-24 relate t o a control t o detect a scene change
o f data .
The inventions o f claims 25-36 relate t o commercial message segment detection .

I I As all required additional search fees were timely paid by the applicant, this international search report covers all searchable

claims.

J As all searchable claims could be searched without effort justifying an additional fee, this Authority did not invite payment of

any additional fee.

I I As only some of the required additional search fees were timely paid by the applicant, this international search report covers

only those claims for which fees were paid, specifically claims Nos.:

I I No required additional search fees were timely paid by the applicant. Consequently, this international search report is
restricted to the invention first mentioned in the claims; it is covered by claims Nos.:

Remark on Protest | | 1 t onal search fees were accompanied by the applicant's protest and, where applicable,

the payment of a protest fee..

The additional search fees were accompanied by the applicant's protest but the applicable protest
fee was not paid withm the time limit specified in the invitation.

No protest accompanied the payment of additional search fees.
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A ・ 発明の属する分野の分類 (国際特許分類 ( I PC) )

Int.Cl. H04N5/91 低006. 0刀, H04凧玖 2 低006. 0刀, H04N7/30 低006. 01)

B ・ 調査を行 た分野
調査を行 た最小限資料 (国際特許分類 ( I P C ) )

Int.Cl・ H04N5/91 佗006. 01), H04N5/92 佗006. 01), H04N7/30 佗006. 01), G11B27/02 佗006. 01)

最小限資料以外の資料で調査を行 た分野に含まれるもの

日本国実用新案公報 1 9 2 2 1 9 9 6 年
日本国公開実用新案公報 1 9 7 1 2 0 0 6 年
日本国実用新案登録公報 1 9 9 6 - 2 0 0 6年
日本国登録実用新案公報 1 9 9 4 - 2 0 0 6年

国際調査で使用した電子デ タ ス (デ タ スの名称、調査に使用した用語

C ・ 関連する 認められる文献
引用文献の 関連する
カテ ホ 引用文献名 及び 部の箇所が関連する きは、その関連する箇所の表示 請求の範囲の番号

JP 2000-165796 A (ソ 株式会社) 2000. 06. 16, [0003] - [0011] , 25-31, 34-35

[0016] - [0116] US 6449021 B 32-33

1-24

WO 98/41978 A l (株式会社 日立製作所) 1998.09.24, 7-8 ジ (7 32-33
ア V な し)

JP 2002-010254 A (ソ 株式会社) 2002.01. 11, [0005] - [0010] 1-36

(7 ア V な し)

庄 C欄の続きにも文献が列挙 されて る。 r テ ト ア に関する別紙を参照。

ホ 引用文献のカテ n の日の役に公表 さi た文献
A 特に関連のある文献ではな < 、 般的技術水準を示す ΓT 国際出願 日又は優先 日後に公表 された文献であ て

もの 出願 矛盾するものではな 、発明の原理又は理論
E 国際出願 日前の出願または特許であるが、国際出願 日 の理解のために引用するもの

以後に公表されたもの ΓX 特に関連のある文献であ て、 当該文献のみで発明
L 優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行 の新規性又は進歩性がな 考えられるもの

日若し は他の特別な理由を確立するために引用す ΓY 特に関連のある文献であ て、 当該文献 他の 1 以
る文献 理由を付す) 上の文献 の、当業者に て自明である組合 に

O 口頭による開示、使用、展示等に言及する文献 よ て進歩性がな 考えられるもの
p j 国際出願 日前で、 優先権の主張の基礎 なる出願 Γ& J 同 テ ト7 ア V— 文献

国際調査を完了した日 国際調査報告の発送 日
2 6 . 0 6 . 2 0 0 6 0 4 . 0 7 . 2 0 0 6

国際調査機関の名称及びあて先 特許庁審査官 権限のある職員 5 C 2 9 5 5
日本国特許庁 ( I S Aノ J P ) 星野 昌幸

郵便番号 1 0 0 - 8 9 1 5
東京都千代田区霞が関三丁目4番 3号 電話番号 03-3581-1101 内線 3 5 4 1

様式 PCT ノ ISA ノ210 (第 2 ジ) (2005 年 4 月
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C (続き) ・ 関連する 認められる文献
引用文献の 関連する
カテ ホ 引用文献名 及び 部の箇所が関連する きは、その関連する箇所の表示 請求の範囲の番号

JP 2005-175710 A (ソ 株式会社) 2005.06.30, [0021] - [0119] 1-36

(7 ア な し)

JP 2000-286715 A 株式会社東芝) 2000. 10. 13, [0011] - [0033] 1-36

(7 ア な し)

JP 10-276388 A (ソ 株式会社 ) 1998. 10. 13, [0062] 第 図 7 1-36
ア な し

様式 P C T ノ I S A ノ2 1 O (第 2 ジの続き) ( 2 0 0 5 年 4 月 )



国際調査報告 国際出願番号 ノ

第 π欄 請求の範囲の 部の調査かてきな きの青見 (第 1 の の続き

怯第 条第 3項 ( P C T 17条 (2) (a) ) の規定によ 、 この国際調査報告は次の理由によ 請求の範囲の 部に て作
成しな た。

・ 汀 請求の範囲 は、 この国際調査機関か調査をするこ を要しな 対象に係 るものてある。
ま 、

・ 汀 請求の範囲 は、有青義な国際調査をするこ かてきる程度まて所定の要件を備たして
な 国際出願の部分に係 るものてある。 ま 、

・ 汀 請求の範囲 は、従属請求の範囲てあ て P C T 規則6・4 (a) の第 文及ひ第 文の規定に
従 て記載さ て な 。

第m欄 発明の単 性か欠如して る きの青見 (第 1 の 3 の続き

次に述 るよ にこの国際出願に二以上の発明かある この国際調査機関は認めた。
請求の範囲 1 - 2 4 に係 る発明は、デ タの チ ジを検出するための制御に関するも

請求の範囲 2 5 - 3 6 に係 る発明は、 C M放送区間検出に関するものである。

・汀 出願人か必要な追加調査手数科をす て期間内に納付したのて、 この国際調査報告は、す ての調査可能な請求
の範囲に て作成した。

・汗 追加調査手数科を要求するまてもな 、す ての調査可能な請求の範囲に て調査するこ かてきたのて、追
加調査手数科の納付を求めな た。

・亡 出願人か必要な追加調査手数科を 部のみし 期間内に納付しな たのて、 この国際調査報告は、手数科の納
付のあ た次の請求の範囲のみに て作成した。

・口 出願人か必要な追加調査手数科を期間内に納付しな たのて、 この国際調査報告は、請求の範囲の最初に記載
されて る発明に係 る次の請求の範囲に て作成した。

追加調査手数科の異議の中立てに関する住青
r 追加調査手数科及ひ、該当する場合には、異議申立手数科の納付 共に、 出願人 ら異議申立てかあ た。
汀 追加調査手数科の納付 共に出願人 ら異議申立てかあ たか、異議申立手数科か納付命令書に示した期間

内に支払われな た。

Γ 追加調査手数科の納付を伴 異議申立てかな た。

様式 P C T ノ I S A ノ2 1 0 (第 1 の続葉 ( 2 ) ) ( 2 0 0 5 年 4 月 )
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