
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　映像を入力する入力 と、
　点滅光源による点滅パターンに対応する識別情報を記憶 記憶 と、
　 記憶 に記憶された識別情報をもとに、前記入力 によって入力された映像内で点
滅する光源の点滅パターンに対応する識別情報に変換する点滅情報変換 と、
　 前記映像内での点滅光源の位置を検出する位置検出 と、
　
　前記点滅情報変換 によって変換された識別情報 前記位置検出 によって検
出された点滅光源の位置

出力する出力 と
を備える映像情報処理装置。
【請求項２】
　

【請求項３】
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部
する 部

前記 部 部
部

入力された 部
入力された前記映像を符号化して符号化データを生成する画像符号化部と、

部 、および、 部
を用いて、クリッカブル・イメージにおける指示領域および当該

指示領域に対応付けられた識別情報を含むクリッカブル・イメージのデータを求め、前記
クリッカブル・イメージのデータを前記符号化データに多重化して 部 、

前記符号化部は、静止画像の符号化データまたは動画像の符号化データを生成する、
ことを特徴とする請求項１に記載の映像情報処理装置

前記出力部によって多重化される前記識別情報は、テキストデータ、音声データ、およ
び、ＵＲＬのうちのいずれかを含む、
ことを特徴とする請求項１または請求項２に記載の映像情報処理装置



【請求項４】
　

【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
　本発明は、被写体の識別情報をもとに映像を処理する映像情報処理装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】
従来、赤外線やギガヘルツの周波数帯域を用いたワイアレス情報送受信方法が一般的に用
いられており、テレビやビデオデッキ、無線ＬＡＮなどに広く応用されている。また、 Bl
uetooth という近距離無線の規格も出来つつある。
【０００３】
一方、映像を印画紙上の化学反応で記録するのではなく、ＣＣＤ等の固体撮像素子が取り
込んだ映像データを電子メモリ素子に記録するディジタルカメラも広く用いられている。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、業務や趣味として写真撮影を行う場合、その撮影枚数が多くなればなるほ
ど後日の整理に手間がかかり、日数を経てしまうと映像の内容を確認するためには、その
映像そのものを閲覧しなければ判断できないという問題がある。一方、１枚の映像中に興
味ある被写体が複数ある場合、それぞれに注釈を加える方法が提案されている（特開平６
－３４３１４６号公報）が、その作業にも多少の手間がかかる。
【０００５】
また、従来の監視カメラはカメラ映像を人間が目視で見張って救助の要否を判断しており
、被写体の側から自発的に、かつ他人に知られずに救助を要請することは不可能であった
ために、通報すれば危害を加えるという脅迫を受けている被害者は、監視カメラの前にあ
りながら加害者に知られずに通報することができなかった。
【０００６】
さらに、カメラによる写真撮影に不慣れな利用者は、複数の被写体を撮影範囲におさめる
のに困難を感じることもある。また、写真撮影を行う際には、撮影と無関係な被写体の中
に、撮影されることを好まないものが存在することもあり、プライバシーと関連して問題
となる。
【０００７】
本発明は斯かる実情に鑑み、上記のような映像整理を容易に実現できるようなカメラを実
現すること、および映像にその説明となる情報を多重化して記録するカメラを実現するこ
と、また、周囲の人間に知られることなく被写体の意思を伝達する機能を持つカメラを実
現すること、さらに、所望の被写体が確実に撮影範囲に入っていることを容易に確認でき
るカメラを実現することを目的とする。
【０００８】
【課題を解決するための手段】
本発明においては、映像を入力するための入力手段と、点滅光源による点滅パターンに対
応する識別情報を記憶してなる記憶手段と、この記憶手段に記憶された識別情報をもとに
、前記入力手段によって入力された映像内で点滅する光源の点滅パターンに対応する識別
情報に変換するための点滅情報変換手段と、この点滅情報変換手段によって変換された識
別情報を、入力された前記映像とともに出力するための出力手段とを備えることを特徴と
する。
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前記クリッカブル・イメージのデータは、
　　前記位置検出部によって検出された点滅光源の位置を用いて求められた、前記クリッ
カブル・イメージの閲覧者が指示すべき位置または領域の情報と、
　　前記閲覧者が前記指示すべき位置を指示した場合に提示される情報である、前記点滅
情報変換部によって変換された識別情報を含む、
ことを特徴とする請求項１から請求項３までのいずれか一項に記載の映像情報処理装置



【０００９】
これにより識別情報がＵＲＬの場合、後日、その写真内の被写体をコンピュータ画面内で
クリックすることにより、被写体に応じたインターネット・ページを表示することができ
る「クリッカブル・イメージ（ clickable image ）」を自動作成でき、撮影と別に映像に
情報を付加する手間が省略される。
【００１０】
また、映像を入力するための入力手段と、点滅光源による点滅パターンに対応する識別情
報を記憶してなる記憶手段と、この記憶手段に記憶された識別情報をもとに、前記入力手
段によって入力された映像内で点滅する光源の点滅パターンに対応する識別情報に変換す
るための点滅情報変換手段と、この点滅情報変換手段によって変換された識別情報を、入
力された前記映像とともに出力するための出力手段とを備えることを特徴とする。
【００１１】
これにより、被写体が発する識別情報が「写真撮影を好まない」というものである場合に
は画面の一部または全部を修正する。これにより写真撮影を好まない被写体のプライバシ
ーを守ることができる。撮影は許容するが、自分が映った写真を後日送付してほしい場合
や、自分が映ったことによって課金を行いたい場合なども、本発明の映像情報処理装置を
用いて実現できる。
【００１２】
さらに、映像を入力するための入力手段と、点滅光源による点滅パターンに対応する識別
情報を記憶してなる記憶手段と、この記憶手段に記憶された識別情報をもとに、前記入力
手段によって入力された映像内で点滅する光源の点滅パターンに対応する識別情報に変換
するための点滅情報変換手段と、この点滅情報変換手段によって変換された識別情報に応
じて、あらかじめ設定されたメッセージを出力するためのメッセージ出力手段とを備える
ことを特徴とする。
【００１３】
これにより、「ＳＯＳ」を意味する識別情報を発する被写体が撮影範囲にある場合には、
救助機関や警察などに自動的に通報する。これにより銀行のＡＴＭ（現金自動預出機）や
コンビニエンス・ストア、市街地などに設置されている防犯カメラがＳＯＳ（救助要請）
識別情報を読み取れば、発信源の脅威の原因（強盗や痴漢など）に察知されることなく救
助機関に自動通報することができる。
【００１４】
さらに、映像を入力するための入力手段と、点滅光源による点滅パターンに対応する識別
情報を記憶してなる記憶手段と、この記憶手段に記憶された識別情報をもとに、前記入力
手段によって入力された映像内で点滅する光源の点滅パターンに対応する識別情報に変換
するための点滅情報変換手段と、前記映像内での点滅光源の位置を検出するための位置検
出手段と、検出すべき被写体を示す識別情報を記憶してなる被写体記憶手段と、前記点滅
情報変換手段によって変換された識別情報であって、前記被写体記憶手段に記憶された識
別情報を有する被写体の位置を、前記位置検出手段によって検出された点滅光源の位置を
もとに検出する被写体検出手段とを備えることを特徴とする。
【００１５】
これにより、本発明の映像情報処理装置にあらかじめ撮影したい（したくない）被写体が
発する識別情報を登録しておけば、撮影したい（したくない）被写体が撮影範囲に入って
いるか否かをカメラが感知し、撮影範囲に入っていない（入っている）場合には、そのこ
とを撮影者に伝える。あるいは、撮影したい（したくない）被写体が撮影範囲に入ったと
きに（出たときに）自動的に撮影を行う。これにより写真撮影に不慣れな撮影者が写真を
撮影する場合にも、目的の被写体を正しくフレーム内におさめた写真を簡単に撮影するこ
とができる。
【００１６】
また、被写体の識別情報をもとに映像を処理する映像処理装置に対し、被写体ごとの識別
情報を発信するための発信装置であって、被写体の識別情報を示す点滅パターンを記憶し
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てなる点滅パターン記憶手段と、この点滅パターン記憶手段に記憶された点滅パターンを
所定のタイミングで発光するための発光手段とを有することを特徴とする。この発信機に
より、映像処理装置に対し識別情報を発信することができる。
【００１７】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の実施の形態を図示例と共に説明する。本発明の映像情報処理装置について
、図面に即して説明する。なお、以下では便宜的にカメラと表現することもあるが、本発
明の映像情報処理装置の形態は、必ずしも写真カメラと一体になったものに限定されない
。例えば、カメラがパーソナル・コンピュータに接続されており、識別情報の読み取りな
どの計算処理をパーソナル・コンピュータ側で行ってもよいし、カメラが撮影映像を無線
または有線通信で遠隔地に送信する機能を持っており、映像を受信したパーソナル・コン
ピュータなどで識別情報の読み取りなどの計算処理を行ってもよい。
【００１８】
図１は本発明の第１の実施例の構成を示す図である。映像情報はカメラのＣＣＤ等の入力
部１０１から入力され、処理用映像と表示・記録用映像に分けられる。この時点における
処理用映像と表示・記録用映像の内容は同一のものである。
【００１９】
処理用映像は、点滅情報変換部１０４に送られる。点滅情報変換部１０４では、図２のフ
ローチャートにあるように、数秒分の映像をもとに、点滅情報変換部１０４は映像中に所
定の規則に則した点滅を行う光源があるかどうかを判定する（Ｓ３０１）。
【００２０】
なお、所定の規則とは、例えばテレビジョン受像機やビデオテーププレイヤー、あるいは
エアコンといった家電製品を遠隔操作するための赤外線リモコンや、ノート型パーソナル
・コンピュータ同士、あるいはノート型パーソナル・コンピュータとプリンターなどとの
間を無線で情報交換を行うＩｒＤＡ（ Infrared Data Association ）プロトコルでもいい
し、それ以外の規則でもよい。
【００２１】
ここでは、点滅の有無を識別する方法を限定するものではないが、点滅を見つけるもっと
も簡単な例としては、映像に含まれる全画素の輝度を合計し、数フレームにわたってその
合計値の変化を観察するという方法がある。例えば、ある時点から３フレームの全画素の
輝度の合計値が３９３２１６００であり、その次の３フレームの輝度の合計値は３９３２
２１１２、さらに次の３フレームの輝度の合計値が３９３２１６００に戻るという場合、
もしカメラアングルが変わらず、ズームもなく画面に動く物体がないような状況（例えば
無人エリアの監視カメラ）であれば、画面の一部の画素が点滅していると推察される。
【００２２】
また、他の認識例としては、点滅画素を探索するウィンドウ（画面の一部）を限定し、そ
のエリア内で上述の技術と同様に点滅を判定してもよい。また、点滅画素が画面内を移動
しているような場合には、そのエリア自身を点滅している物体の移動に追従させてもよい
。この場合の追従方法としては、オプティカルフローを用いた前後の映像フレームでの部
分マッチング方法などを用いるのが一般的である。
【００２３】
このようにして所定の規則に則した点滅を行う光源が見つかった場合、点滅情報変換部１
０４は、変換辞書１０３をもとに、点滅パターンから識別情報に変換する（Ｓ３０２）。
図３に変換辞書による記憶例を示すが、例えば点灯を１、消灯を０で表し、光源が０．１
秒ごとに「１００１０１１０」という点滅パターンを持っていた場合には、「１５０」と
いう数字を意味し、同様に「０１００１００００１１００１０１０１１０１１０００１１
０１１０００１１０１１１１」という点滅パターンの場合には「Ｈｅｌｌｏ」という文字
列を意味するなどである。
【００２４】
このようにして変換された識別情報は、表示・記録用映像とともに、あるいは別々に関連
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情報出力部１０６に送られ、表示・記録用映像に多重化される（Ｓ３０３）。ここで、多
重化とは映像に関連付けて復元できる形で格納することである。処理すべき映像が終わる
と終了し、処理すべき映像があると再度、Ｓ３０１の処理に戻る（Ｓ３０４）。
【００２５】
図４をもとに、点滅パターンの検出と、識別情報と映像を多重化する例を説明する。ここ
でカメラで撮像した映像２０１の中には、点滅光源２０２が二箇所存在する。点滅パター
ンから識別情報を復号した結果、一方が「 (T)Kendall Station, Cambridge 」という識別
情報を、他方が「 Food Court, Open Hours 8am-7pm」という識別情報を発信していること
が分かったとする。どちらの光源がどちらの識別情報を発信しているかについては、ここ
では特定しない。
【００２６】
識別情報と映像の多重化の例として音声を用いる方法がある。つまり、映像２０１を動画
として記録し、その音声トラックに識別情報２０３を音声として記録する方法である。そ
の他の例としては、映像のディジタルファイル中に識別情報２０３を含める方法がある。
例えばＪＰＥＧ（ Joint Photographic Coding Experts Group）をはじめとする静止画像
、ＭＰＥＧ（ Moving Picture Experts Group）をはじめとする動画像のディジタルデータ
形式には、付加情報を記録するための領域を設けることができる。この付加情報領域に、
識別情報を記録してもよい。また、映像は映像ファイルとして、識別情報はテキストファ
イルとして出力してもよい。このようにして識別情報を関連付けて出力された映像は、以
下のように利用できる。
【００２７】
例えば、観光地において史跡を撮影した写真中に、上に示した所定の規則に則した点滅を
する光源があり、点滅によって史跡の解説を行っていれば、後日、その写真を閲覧すると
、識別情報として記録されていた史跡の解説文を表示させたり、音声で聴いたりすること
ができる。識別情報としてインターネット上の情報アクセスの場所を示すＵＲＬ（ Unifor
m Resource Locator。インターネット上で情報源の所在地を示す英数字記号列）が用いら
れていた場合、撮影された写真をコンピュータ上で閲覧する際に、インターネット経由で
より詳細な情報を得ることもできる。
【００２８】
また、撮影した映像および識別情報は必ずしも記録・蓄積しなくてもよい。小型カメラを
身につけて生活するウェアラブル・コンピュータ・システムの場合、店の看板が発する「
今から１５分間、牛乳３０％引き」という識別情報をカメラが受信すると、そのことを表
示や音声で利用者（装着者）に提示するという例も考えられる。
【００２９】
以上のように関連情報出力部１０６から識別情報が多重化された映像データは出力され、
記憶媒体（図示しない）に記録されたり、別の処理装置（図示しない）に送られたりする
。
【００３０】
図５は本発明の映像情報処理装置の第２の実施例の構成を示す説明図である。図５におけ
る入力部４０１、変換辞書４０３、点滅情報変換部４０４、関連情報出力部４０６は、そ
れぞれ図１の入力部１０１、変換辞書１０３、点滅情報変換部１０４、関連情報出力部１
０６と同じである。本発明の第２の映像情報処理装置においては、本発明の第１の映像情
報処理装置に加え位置検出部４０９を備えることを特徴とする。
【００３１】
図６は、この手順を示したフローチャートである。入力部４０１より入力された映像は、
表示・記録用と点滅検査用、そして点滅位置観測用に分けられる。これら３つの映像の内
容は同一である。第１の実施例と同様に、点滅情報変換部４０４は映像中に所定の規則に
則した点滅を行う光源があるかどうかを判定する（Ｓ６０１）。そして、変換辞書４０３
をもとに、点滅パターンから識別情報に変換する（Ｓ６０２）。
【００３２】
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位置検出部４０９は、点滅情報変換部４０４が識別情報に変換した点滅パターンが、映像
中のどの位置にある画素から発信されているかを計算し（Ｓ６０３）、点滅パターンから
変換された識別情報と位置情報を関連情報出力部４０６に送る。関連情報出力部４０６で
は、第１の実施例と同様に映像に位置付きの識別情報を多重化して出力する（Ｓ６０４）
。処理すべき映像が終わると終了し、処理すべき映像があると再度、Ｓ６０１の処理に戻
る（Ｓ６０５）。
【００３３】
なお、Ｓ６０３の映像中で点滅光源の位置を計算する方法の一例としては、本発明の第１
の実施例に述べたように、オプティカルフローを利用したオブジェクト追跡手法が一般的
であるが、本発明では位置計算の方法をこれに限定するものではない。
【００３４】
図７では、このようにして位置を特定して上で識別情報が多重化記録された場合の活用例
を示している。映像５０１内に２箇所の点滅光源５０２が存在しており、入口ドアの上に
取り付けられた点滅光源は「 Food Court, Open Hours 8am-7pm」というパターンで点滅し
ており、脇の壁面に取り付けられた光源は「 Kendall Station, Cambridge」という点滅パ
ターンを発している。
【００３５】
ここでは、それぞれの点滅光源の位置情報を含んでいるので、それぞれの光源５０２に近
い位置に「ふきだし」５０３として表示することができるようになっている。このような
映像を利用する場合、第１の実施例に加えて以下のような効果がある。
【００３６】
例えば、観光地において史跡を撮影した写真中に、上で示した所定の規則に則した点滅を
する光源があり、点滅によって史跡各部（寺社、碑、植物など）の解説を行っていれば、
後日、その写真を閲覧する際に興味ある被写体を指示すると、識別情報として記録されて
いた史跡各部の解説文を表示させたり、音声で聴いたりすることができる。識別情報とし
てインターネット上の情報アクセスの場所を示すＵＲＬが用いられていた場合、撮影され
た写真をコンピュータ上で閲覧する際に、被写体ごとにインターネット経由でより詳細な
情報を得ることもできる（クリッカブル・イメージ）。
【００３７】
また、撮影した映像および識別情報は必ずしも記録・蓄積しなくてもよい。小型カメラを
身につけ、メガネ状のディスプレイを身につけて生活するウェアラブル・コンピュータ・
システムの場合、カメラ視野にある店の看板が発する「今から１５分間、牛乳３０％引き
」という識別情報をカメラが受信すると、ディスプレイ内においてどの店が牛乳の安売り
をしているのかを直感的に理解できる方法で提示することができる。
【００３８】
図８は本発明の映像情報処理装置の第３の実施例の構成を示す説明図である。図８におけ
る入力部７０１、変換辞書７０３、点滅情報変換部７０４は、それぞれ図１の入力部１０
１、変換辞書１０３、点滅情報変換部１０４と同じであるが、関連情報出力部１０６に代
わり映像加工部７０６を有する構成になっている。図９は本発明の第３の実施例を説明す
るためのフローチャートである。
【００３９】
第１の実施例と同様に、入力部７０１から入力した映像に対し、点滅情報変換部４０４は
映像中に所定の規則に則した点滅を行う光源があるかどうかを判定する（Ｓ９０１）。そ
して、変換辞書７０３をもとに、点滅パターンから識別情報に変換する（Ｓ９０２）。
【００４０】
点滅情報変換部７０４から送られてくる識別情報が映像加工を要求するものであった場合
（Ｓ９０３）、映像加工部７０６は映像加工を施して出力する（Ｓ９０４）。処理すべき
映像が終わると終了し、処理すべき映像があると再度、Ｓ９０１の処理に戻る（Ｓ９０５
）。
【００４１】
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図１０では、このようにして位置を特定して上で識別情報が多重化記録された場合の活用
例を示している。例えば映像８０１中の被写体８０３に「撮影禁止」という識別情報を発
信するタグ８０２がある場合、映像加工部７０６は映像全面を黒く塗りつぶしたり、撮影
禁止であることを示す文字や記号を映像中に書き加えたりして出力する。
【００４２】
本発明の第２の映像情報処理装置のように、映像中でどのタグ（点滅光源）がどの識別情
報を発信しているかを知る手段がある場合には、「私を撮影しないで」という識別情報を
発信している被写体８０３だけについて、画面内で黒く塗りつぶしたり「ぼかし」や「モ
ザイク」という加工（マスクされた被写体）を施した映像８０４を出力する。
【００４３】
映像中では点のように見えるタグの位置から、それを身につけている人物の領域を計算す
る方法としては、例えば映像を細かいメッシュ状に分割し、映像各部の動きベクトル（現
在の画面と次の画面で、メッシュ状の各部がどこに移動したかというベクトル）を計算し
た上で、背景と異なる動きベクトルを持っている部分を一つの被写体領域としてとらえる
方法や、タグのある部分（被写体の体の一部など）から領域を拡張していき、色相ヒスト
グラムなどが大幅に変化する部分までを被写体とする方法などがある。これらの方法はオ
ブジェクト切り出し技術と呼ばれ、様々な方法が提案されているが、本発明はどのオブジ
ェクト切り出し技術を用いるかということには依存しない。
【００４４】
また、オブジェクト切り出しを行わなくても、「タグの周辺・半径２０ピクセル」などの
ように、規定の面積の領域を自動的に修正するという方法でもよい。さらに、被写体が発
する識別情報は「撮影禁止」というものに限定されない。例えば、被写体が氏名やＵＲＬ
などを発信している場合には、写真内でそのタグが映っている場所、またはそのタグを身
につけている被写体の付近に、その名前やＵＲＬなどを書き込むという映像加工を映像加
工部７０６でおこなってもよい。
【００４５】
図１１は、本発明の映像情報処理装置の第４の実施例の構成を示す図である。図１１にお
ける入力部１００１、変換辞書１００３、点滅情報変換部１００４は、それぞれ図１の入
力部１０１、変換辞書１０３、点滅情報変換部１０４と同じであるが、関連情報出力部１
０６に代わりメッセージ出力部１００６を有する構成になっている。また、図１２は本発
明の第４の実施例の手順を示すフローチャートである。
【００４６】
例えば、銀行のＡＴＭ機、またはＡＴＭ機が設置されている部屋に取り付けられたカメラ
が本発明の入力部１００１であり、「ＳＯＳ（救助要請）」信号を発する被写体がそのカ
メラの視野内に入ったとする。第１の実施例と同様に、入力部１００１から入力した映像
に対し、点滅情報変換部１００４は映像中に所定の規則に則した点滅を行う光源があるか
どうかを判定する（Ｓ１２０１）。そして、変換辞書１００３をもとに、点滅パターンか
ら識別情報に変換する（Ｓ１２０２）。
【００４７】
点滅情報変換部１００４から送られてくる識別情報がメッセージ出力を要求するものであ
った場合（Ｓ１２０３）、メッセージ出力部１００６はメッセージを出力する（Ｓ１２０
４）。処理すべき映像が終わると終了し、処理すべき映像があると再度、Ｓ１２０１の処
理に戻る（Ｓ１２０５）。
【００４８】
図１３には、この例を示すための映像を示す。カメラが捕らえた映像１１０１には、ＡＴ
Ｍ機の近くに立つ人物１１０２が映っているが、その後ろには人物１１０２に脅威を与え
ている強盗１１０４が存在している。なお、強盗１１０４がカメラの捕らえた映像範囲内
にいる必要はない。
【００４９】
人物１１０２は、自分が脅迫されていることを通報したいが、通報することによって自分
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に危害が加わることを避けるために、通報は強盗１１０４に気づかれずに行いたい。そこ
で、自分が身につけている点滅光源（タグ）１１０３からＳＯＳ信号を発信するように設
定する。
【００５０】
このＳＯＳ信号は赤外線ＬＥＤの点滅によるため、強盗１１０４は目視では気づかれない
。したがって、強盗１１０４に気づかれずに救助要請の意思表示を行うことができる。
【００５１】
光源１１０３が発するＳＯＳ信号は、識別信号として本発明の入力部１００１に入力され
、点滅情報変換部１００４で復号されたＳＯＳ信号がメッセージ出力部１００６に送られ
る。メッセージ出力部１００６は、ＳＯＳ信号を受信したことを受けて、救助機関にその
旨を伝達する。救助機関への伝達方法は、電話、インターネット、専用の通報回線など、
様々であり、いかなる方法でもよい。また、ＳＯＳ信号のみではなく、撮影した映像を添
えて救助機関に送信すれば、救助機関では現場の状況をより詳細に知ることができる。
【００５２】
また、第２の実施例で説明したように、映像中のどの被写体がＳＯＳ信号を発しているか
を感知する場合には、この映像と位置情報を添えてＳＯＳ信号を救助機関に送信すること
により、救助の対象者を、脅威の対象（例えば強盗や痴漢）に知られることなく特定する
ことができる。
【００５３】
さらに、本発明の適用は緊急時に限定しない。ＡＴＭ機の例でいうならば、体の不自由な
人が、自分の体が不自由であることを示す識別情報を発信するタグを身につけている場合
、ＡＴＭ機の前に介助の必要なお客様が来たことを銀行のスタッフに通報することも可能
になる。また、駅などの公共の場面では、体の不自由な人が改札機に差し掛かったときに
は自動的に最寄りの改札機を開放にしたり、駅員が介助に行くように通報することも可能
である。本発明の特徴は、監視カメラがある環境においては、その監視カメラを本発明の
映像情報処理装置に置きかえれば、新たに無線受信機を設置しなくても、発信された識別
情報を受信することができることにある。
【００５４】
図１４は、本発明の映像情報処理方法または装置の第５の実施例の構成を示す図である。
図１４における入力部１３０１、変換辞書１３０３、点滅情報変換部１３０４、位置検出
部１３０９は、それぞれ図５の入力部４０１、変換辞書４０３、点滅情報変換部４０４と
同じであるが、関連情報出力部４０６に代わり被写体検出部１３０６を有する構成になっ
ている。
【００５５】
また、図１５は本発明の第５の実施例の手順を示すフローチャートである。この映像情報
処理装置においては、カメラが撮影する映像範囲内に存在することが予定されている光源
が撮影視野内に存在しない場合にはそれを撮影者に通知する。
【００５６】
第２の実施例と同様に、点滅情報変換部１３０４は映像中に所定の規則に則した点滅を行
う光源があるかどうかを判定する（Ｓ１６０１）。そして、変換辞書１３０３をもとに、
点滅パターンから識別情報に変換する（Ｓ１６０２）。
【００５７】
位置検出部１３０９は、点滅情報変換部１３０４が識別情報に変換した点滅パターンが、
映像中のどの位置にある画素から発信されているかを計算し（Ｓ１６０３）、点滅パター
ンから変換された識別情報と位置情報を被写体検出部部１３０６に送る。被写体検出部１
３０６では、予め登録された識別情報が読み取れたか判断する（Ｓ１６０４）。
【００５８】
Ｓ１６０４の処理で、登録された識別情報が読み取れなかった場合、被写体検出部は被写
体がすべてフレーム内にいないことを出力する（Ｓ１６０５）。処理すべき映像が終わる
と終了し、処理すべき映像があると再度、Ｓ１６０１の処理に戻る（Ｓ１６０６）。
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【００５９】
例えば、本発明の映像情報処理機能を有するカメラを持って４人の友人とともに旅行する
とする。友人４人が点滅光源である赤外線ＩＤタグ（赤外線で固有の識別情報を発信する
装置）を身につけて行動し、その４つのＩＤタグの番号が既知である場合、その４番号を
カメラにあらかじめ記憶させておくものとする。以下、図１６をもとに説明する。
【００６０】
図１６には被写体となるべき人物１４０２、１４０４、１４０６、１４０８が描かれてい
る。各人物はそれぞれ赤外線ＩＤタグ１４０３、１４０５、１４０７、１４０９を身につ
けている。被写体検出部１３０６は、被写体としてこの４つの番号を記憶している。
【００６１】
ここで、写真を撮影しようとする際、撮影に先駆けて撮影視野内に４つのタグが映ってい
るかどうかをチェックする。すなわち、撮影領域１４０１内の点滅情報を点滅情報変換部
１３０４において復号した結果、図１６では「１４０３」「１４０５」「１４０７」だけ
が受信されたことが分かる。この例では赤外線タグが映像中のどの位置にいるかは関知し
なくてよいので、位置検出部１３０９は、復号された識別情報つまり上記３つの番号だけ
を識別情報として出力する。位置を利用した例は後述する。
【００６２】
被写体検出部１３０６は、あらかじめ記憶されている４つの番号と比較し、撮影領域１４
０１の中で３つの番号しか受信できなかったことを検出する。そこで、本発明の映像情報
処理装置は、カメラのファインダー内の警告表示、または警告音や音声による警告メッセ
ージ、あるいはバイブレーターなどを用いて、全員が撮影視野内にないことを撮影者に対
して通知する。これにより、撮影者は同行した友人３人が必ず写真に映るようにすること
が容易になる。
【００６３】
上記の説明では、本発明の映像情報処理装置が映像範囲内に存在することが予想されてい
る光源の有無だけを判断したが、撮影視野内に警告領域を設け、その警告領域に光源があ
る場合に同様の警告表示または音声を提示することもできる。図１７では、外側の実線枠
１５０１が撮影領域を示し、内側の点線枠１５０２と撮影領域との間を警告領域とした例
である。
【００６４】
例えば、この警告領域に光源が映っている場合には「その光源をもつ被写体は、撮影した
際に画面から切れる恐れがある」旨を警告することができる。上記の方法を逆に利用すれ
ば、同行した友人４人が撮影視野内にある場合にそれを伝える表示または音声提示を行い
、（４人全員を写真におさめるという）目的に対する準備が整ったことを利用者に伝える
こともできる。
【００６５】
また、上記で説明した警告領域を領域Ｂ、それ以外の撮影視野の映像領域（点線枠１５０
２の内側）を領域Ａと表現する場合、領域Ａから領域Ｂへと光源が移動した場合にその旨
を利用者に警告することもでき、撮影視野外から領域Ｂに光源が入ってきた場合にその旨
を利用者に通知することもできる。
【００６６】
さらに、変形例として、所定数の光源が撮影視野内にあるかどうかを検査し、所定の識別
情報を発する光源が撮影視野内にある場合に、自動的に写真撮影を行うことも可能である
。
【００６７】
また、逆に所定の光源が撮影視野内にあるかどうかを検査し、あらかじめ指定した識別情
報を発する光源が撮影視野内にない場合に、自動的に写真撮影を行うことも可能である。
登録された識別情報が撮影視野内にない場合に撮影を行いたい理由の例としては、写真撮
影を嫌う人物が同行者のなかにある場合が上げられる。そのうち１人が写真撮影を嫌う場
合、その人物が視野内にある場合には撮影を行わない。
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【００６８】
また、カメラ自身が位置、方向、撮影範囲を自発的に変えることができる駆動部分を持っ
ているものとすると、所定の光源が撮影視野から外れている、または外れようとしている
場合、光源が撮影視野に入るように駆動部分に命令を発し、予定光源が撮影視野に入るよ
うに調整する。
【００６９】
例えば、第５の実施例で説明した友人３人と旅行に出かけ、セルフタイマーを用いて総勢
５人の写真を取ろうとするものとする。この際、カメラは所定の光源（この場合４人が所
持する４つの光源）が撮影視野内にない場合には、望遠をテレ（遠景）側に調整して、よ
り広い範囲が撮影範囲に入るように修正したり、撮影方向を上下左右に駆動したりして、
４光源のすべてが撮影視野内にあるようにする。これにより、セルフタイマーを用いた写
真撮影でも、失敗無く撮影を行うことができる。
【００７０】
このような光学系の自動調整は、レンズの位置や方向を物理的に変えることで実現しても
いいし、装置ではあらかじめ大きな映像範囲を撮影候補範囲として保持しており、撮影を
行う際に、予定光源が含まれるように撮影対象範囲を選択してもよい。このような撮影視
野調整が完了した際に、撮影を行うように利用者に促してもよいし、装置が自動的に撮影
を行ってもよい。
【００７１】
また逆に、所定の光源が撮影範囲に含まれないようにカメラを調整することも可能である
。
【００７２】
図１８は、点滅光源となる発信装置の構成例を示した図である。この発信装置は、識別情
報に対応する点滅パターンを記憶した点滅パターン記憶部１８０と、点滅パターン記憶部
に記憶されたパターンでを発光させるタイミングを生成するためのタイミング生成部１８
２と、このタイミング生成部で生成されたタイミングをもとに、上記点滅パターンで発光
する発光部１８４とを有する。
【００７３】
ここで、発信装置の形態は特に問わない。例えば、店や史跡の案内看板に取り付けてもよ
いし、人物に取り付けられるようにバッチのような形態でもよい。
【００７４】
また、本願発明の映像情報処理装置の実施例における処理をコンピュータで実行可能なプ
ログラムで実現し、このプログラムをコンピュータで読み取り可能な記憶媒体として実現
することも可能である。
【００７５】
なお、本願発明における記憶媒体としては、磁気ディスク、フロッピーディスク、ハード
ディスク、光ディスク（ＣＤ－ＲＯＭ，ＣＤ－Ｒ，ＤＶＤ等）、光磁気ディスク（ＭＯ等
）、半導体メモリ等、プログラムを記憶でき、かつコンピュータが読み取り可能な記憶媒
体であれば、その記憶形式は何れの形態であってもよい。
【００７６】
また、記憶媒体からコンピュータにインストールされたプログラムの指示に基づきコンピ
ュータ上で稼動しているＯＳ（オペレーションシステム）や、データベース管理ソフト、
ネットワーク等のＭＷ（ミドルウェア）等が本実施形態を実現するための各処理の一部を
実行してもよい。
【００７７】
さらに、本願発明における記憶媒体は、コンピュータと独立した媒体に限らず、ＬＡＮや
インターネット等により伝送されたプログラムをダウンロードして記憶または一時記憶し
た記憶媒体も含まれる。
【００７８】
また、記憶媒体は１つに限らず、複数の媒体から本実施形態における処理が実行される場
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合も、本発明における記憶媒体に含まれ、媒体の構成は何れの構成であってもよい。
【００７９】
なお、本願発明におけるコンピュータは、記憶媒体に記憶されたプログラムに基づき、本
実施形態における各処理を実行するものであって、パソコン等の１つからなる装置、複数
の装置がネットワーク接続されたシステム等の何れの構成であってもよい。
【００８０】
また、本願発明におけるコンピュータとは、パソコンに限らず、情報処理機器に含まれる
演算処理装置、マイコン等も含み、プログラムによって本願発明の機能を実現することが
可能な機器、装置を総称している。
【００８１】
尚、本発明の映像情報処理装置または発信装置は、上述の実施例にのみ限定されるもので
はなく、本発明の要旨を逸脱しない範囲内において種々変更を加え得ることは勿論である
。
【００８２】
【発明の効果】
以上、説明したように本発明の映像情報処理方法または装置によれば、タグが発信する識
別情報を映像処理によって読み取り、映像を様々に作用させることができるという優れた
効果を奏し得る。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の一実施例である映像情報処理装置の構成を示す図である。
【図２】本発明の一実施例である映像情報処理装置の動作の流れを示すフローチャートを
示す図である。
【図３】本発明の一実施例である映像情報処理装置の変換辞書の一例を示す図である。
【図４】本発明の一実施例である映像情報処理装置の出力情報の一例を示す図である。
【図５】本発明の一実施例である映像情報処理装置の構成を示す図である。
【図６】本発明の一実施例である映像情報処理装置の動作の流れを示すフローチャートを
示す図である。
【図７】本発明の一実施例である映像情報処理装置の出力情報の一例を示す図である。
【図８】本発明の一実施例である映像情報処理装置の構成を示す図である。
【図９】本発明の一実施例である映像情報処理装置の動作の流れを示すフローチャートを
示す図である。
【図１０】本発明の一実施例である映像情報処理装置の出力情報の一例を示す図である。
【図１１】本発明の一実施例である映像情報処理装置の構成を示す図である。
【図１２】本発明の一実施例である映像情報処理装置の動作の流れを示すフローチャート
を示す図である。
【図１３】本発明の一実施例である映像情報処理装置の出力情報の一例を示す図である。
【図１４】本発明の一実施例である映像情報処理装置の構成を示す図である。
【図１５】本発明の一実施例である映像情報処理装置の動作の流れを示すフローチャート
を示す図である。
【図１６】本発明の一実施例である映像情報処理装置の出力情報の一例を示す図である。
【図１７】本発明の一実施例である映像情報処理装置の処理動作を制御する領域設定を説
明する図である。
【図１８】本発明の一実施例である発信装置の構成を示す図である。
【符号の説明】
１０１、４０１、７０１、１００１、１３０１…入力部
１０３、４０３、７０３、１００３、１３０３…変換辞書
１０４、４０４、１００４、１３０４…点滅情報変換部
１０６、４０６…関連情報出力部
２０１、５０１、８０１、１１０１、１４０１…撮影領域
２０２、５０２、８０２、１１０３…点滅光源
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２０３、５０３…識別情報
４０９、１３０９…位置検出部
７０６…映像加工部
８０３、１４０２、１４０４、１４０６、１４０８…被写体
８０４…処理後の映像
８０５…マスクされた被写体
１００６…メッセージ出力部
１１０２…脅迫されている人物
１１０４…脅迫している人物
１３０６…被写体検出部
１４０３、１４０５、１４０９…赤外線タグ（点滅光源）
１８０…点滅パターン記憶部
１８２…タイミング生成部
１８４…発光部
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【 図 ３ 】

【 図 ４ 】

【 図 ５ 】

【 図 ６ 】 【 図 ７ 】

【 図 ８ 】
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【 図 ９ 】 【 図 １ ０ 】

【 図 １ １ 】

【 図 １ ２ 】 【 図 １ ３ 】

【 図 １ ４ 】

(14) JP 3678404 B2 2005.8.3



【 図 １ ５ 】 【 図 １ ６ 】

【 図 １ ７ 】

【 図 １ ８ 】
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