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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の単位画像から構成される動画像から、１以上の前記単位画像を含むショットが複
数区分され、前記ショットを単位とする画像処理を施す画像処理装置において、
　ハイライトとして抽出すべき1以上のショットからなる既知のショット群が学習用動画
像として複数用いられて、前記単位画像全体の空間領域に占めるオブジェクトの範囲に基
づく第１のショットタイプが複数定義されており、各ショット間の前記第１のショットタ
イプについての関連性の第１のルールと、１ショットに含まれる各単位画像間の関連性の
第２のルールとが予め学習され、それらの学習結果が、前記ハイライトを判別する判別モ
デルとして保持されている保持手段と、
　新たに入力された入力動画像から区分される複数のショットのそれぞれを順次注目ショ
ットにして、複数の前記第１のショットタイプのうちの何れかに分類する分類手段と、
　前記複数のショットの前記分類手段による各分類結果を用いて、前記注目ショットと他
の１以上のショットとの前記第１のショットタイプについての関連性を認識し、その関連
性を示す情報を、前記注目ショットの第１の特徴量として生成する第１の生成手段と、
　前記注目ショットに含まれる各単位画像の間の関連性を認識し、その関連性を示す情報
を、前記注目ショットの第２の特徴量として生成する第２の生成手段と、
　前記第１の生成手段により生成された前記注目ショットの前記第１の特徴量が前記第１
のルールに則した特徴量であるか否か、および、前記第２の生成手段により生成された前
記注目ショットの前記第２の特徴量が前記第２のルールに則した特徴量であるか否かに基
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づいて、前記注目ショットが前記ハイライトに含まれるか否かを認定し、前記入力動画像
を構成する前記複数のショットのうち、前記ハイライトに含まれると認定されたショット
からなるショット群を、前記ハイライトとして抽出する抽出手段と
　を備え、
　前記第１のルールは、前記学習用動画像から区分される複数のショットのそれぞれを前
記注目ショットとした場合における前記第１の特徴量をそれぞれ用いて学習され、
　前記第２のルールは、前記学習用動画像から区分される複数のショットのそれぞれを前
記注目ショットとした場合における前記第２の特徴量をそれぞれ用いて学習され、
　前記保持手段は、
　　前記第１のルールに基づく前記判別モデルとして、前記第１の特徴量を用いて前記第
１のルールを学習することで得られる第１の時系列モデルを保持しているとともに、
　　前記第２のルールに基づく前記判別モデルとして、前記第２の特徴量を用いて前記第
２のルールを学習することで得られる第２の時系列モデルを保持している
　画像処理装置。
【請求項２】
　実世界の被写体が撮影された結果得られる前記単位画像に含まれる領域のうちの、実世
界の所定の背景に対応する領域が注目領域とされており、複数の前記ショットタイプには
、前記第１のショットタイプ以外にさらに、ショットに含まれる全単位画像のいずれにも
前記注目領域が含まれていない第２のショットタイプが含まれており、
　前記分類手段は、前記注目ショットに含まれる全単位画像のいずれにも前記注目領域が
１つも含まれていない場合、前記注目ショットを前記第２のショットタイプに分類する
　請求項１に記載の画像処理装置。
【請求項３】
　前記第１のショットタイプは、
　　前記注目ショットに含まれる単位画像の前記注目領域全体の空間領域に占めるオブジ
ェクトの範囲が一定以上であるという第１の条件と、
　　前記注目ショットに含まれる単位画像全体の空間領域に占める人間の顔の領域の範囲
が一定以上であるという第２の条件と、
　　前記注目ショットに含まれる単位画像の前記注目領域のうちの所定部分全体の空間領
域に占めるオブジェクトの範囲が一定以上であるという第３の条件と
　に基づいて、さらに複数のショットタイプに分類される
　請求項１に記載の画像処理装置。
【請求項４】
　前記第１のショットタイプとして、
　　前記第１の条件が満たされ、かつ、前記第２の条件が満たされる場合の第１－１のシ
ョットタイプと、
　　前記第１の条件が満たされ、かつ、前記第２の条件が満たされない場合、または、前
記第１の条件が満たされず、かつ、前記第３の条件が満たされる場合の第１－２のショッ
トタイプと、
　　前記第１の条件が満たされず、かつ、前記第３の条件が満たされない場合の第１－３
のショットタイプと
　が存在する
　請求項３に記載の画像処理装置。
【請求項５】
　前記第１の時系列モデルは、HMM(Hidden Markov Model)である
　請求項１に記載の画像処理装置。
【請求項６】
　前記第２の時系列モデルは、HMM(Hidden Markov Model)である
　請求項１に記載の画像処理装置。
【請求項７】
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　前記単位画像に含まれ得る１以上の種類の前記オブジェクトに基づく単位画像タイプが
複数定義されており、
　前記入力動画像を構成する各単位画像から、1以上の種類の前記オブジェクトのそれぞ
れの抽出を試みる特徴抽出手段を前記画像処理装置はさらに備え、
　前記第２の生成手段は、前記特徴量抽出手段による抽出の試みの結果に基づいて、前記
注目ショットに含まれる各単位画像の前記単位画像タイプを決定し、決定した各単位画像
の前記単位画像タイプの間の関連性を認識し、その関連性を示す情報を、前記注目ショッ
トの第２の特徴量として生成する
　請求項５に記載の画像処理装置。
【請求項８】
　複数の単位画像から構成される動画像から、１以上の前記単位画像を含むショットが複
数区分され、前記ショットを単位とする画像処理を施す画像処理装置の画像処理方法にお
いて、
　ハイライトとして抽出すべき1以上のショットからなる既知のショット群が学習用動画
像として複数用いられて、前記単位画像全体の空間領域に占めるオブジェクトの範囲に基
づくショットタイプが複数定義されており、各ショット間の前記ショットタイプについて
の関連性の第１のルールと、１ショットに含まれる各単位画像間の関連性の第２のルール
とが予め学習され、それらの学習結果が、前記ハイライトを判別する判別モデルとして保
持手段に保持されており、
　新たに入力された入力動画像から区分される複数のショットのそれぞれを順次注目ショ
ットにして、複数の前記ショットタイプのうちの何れかに分類し、
　前記複数のショットの各分類結果を用いて、前記注目ショットと他の１以上のショット
との前記ショットタイプについての関連性を認識し、その関連性を示す情報を、前記注目
ショットの第１の特徴量として生成し、
　前記注目ショットに含まれる各単位画像の間の関連性を認識し、その関連性を示す情報
を、前記注目ショットの第２の特徴量として生成し、
　生成された前記注目ショットの前記第１の特徴量が前記第１のルールに則した特徴量で
あるか否か、および、生成された前記注目ショットの前記第２の特徴量が前記第２のルー
ルに則した特徴量であるか否かに基づいて、前記注目ショットが前記ハイライトに含まれ
るか否かを認定し、前記入力動画像を構成する前記複数のショットのうち、前記ハイライ
トに含まれると認定されたショットからなるショット群を、前記ハイライトとして抽出す
る
　ステップを含み、
　前記第１のルールは、前記学習用動画像から区分される複数のショットのそれぞれを前
記注目ショットとした場合における前記第１の特徴量をそれぞれ用いて学習され、
　前記第２のルールは、前記学習用動画像から区分される複数のショットのそれぞれを前
記注目ショットとした場合における前記第２の特徴量をそれぞれ用いて学習され、
　前記保持手段は、
　　前記第１のルールに基づく前記判別モデルとして、前記第１の特徴量を用いて前記第
１のルールを学習することで得られる第１の時系列モデルを保持しているとともに、
　　前記第２のルールに基づく前記判別モデルとして、前記第２の特徴量を用いて前記第
２のルールを学習することで得られる第２の時系列モデルを保持している
　画像処理方法。
【請求項９】
　複数の単位画像から構成される動画像から、１以上の前記単位画像を含むショットが複
数区分され、前記ショットを単位とする画像処理を制御するコンピュータに実行させるプ
ログラムであって、
　ハイライトとして抽出すべき1以上のショットからなる既知のショット群が学習用動画
像として複数用いられて、前記単位画像全体の空間領域に占めるオブジェクトの範囲に基
づくショットタイプが複数定義されており、各ショット間の前記ショットタイプについて
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の関連性の第１のルールと、１ショットに含まれる各単位画像間の関連性の第２のルール
とが予め学習され、それらの学習結果が、前記ハイライトを判別する判別モデルとして保
持手段に保持されており、
　前記コンピュータが、
　新たに入力された入力動画像から区分される複数のショットのそれぞれを順次注目ショ
ットにして、複数の前記ショットタイプのうちの何れかに分類し、
　前記複数のショットの各分類結果を用いて、前記注目ショットと他の１以上のショット
との前記ショットタイプについての関連性を認識し、その関連性を示す情報を、前記注目
ショットの第１の特徴量として生成し、
　前記注目ショットに含まれる各単位画像の間の関連性を認識し、その関連性を示す情報
を、前記注目ショットの第２の特徴量として生成し、
　生成された前記注目ショットの前記第１の特徴量が前記第１のルールに則した特徴量で
あるか否か、および、生成された前記注目ショットの前記第２の特徴量が前記第２のルー
ルに則した特徴量であるか否かに基づいて、前記注目ショットが前記ハイライトに含まれ
るか否かを認定し、前記入力動画像を構成する前記複数のショットのうち、前記ハイライ
トに含まれると認定されたショットからなるショット群を、前記ハイライトとして抽出す
る
　ステップを含み、
　前記第１のルールは、前記学習用動画像から区分される複数のショットのそれぞれを前
記注目ショットとした場合における前記第１の特徴量をそれぞれ用いて学習され、
　前記第２のルールは、前記学習用動画像から区分される複数のショットのそれぞれを前
記注目ショットとした場合における前記第２の特徴量をそれぞれ用いて学習され、
　前記保持手段は、
　　前記第１のルールに基づく前記判別モデルとして、前記第１の特徴量を用いて学習す
ることで得られる第１の時系列モデルを保持しているとともに、
　　前記第２のルールに基づく前記判別モデルとして、前記第２の特徴量を用いて学習す
ることで得られる第２の時系列モデルを保持している
　プログラム。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、画像処理装置および方法並びにプログラムに関し、特に、人の直感的な感覚
で映像コンテンツを扱えるように、より効率よく映像コンテンツを管理し取り扱うための
映像解析技術を提供できるようになった画像処理装置および方法並びにプログラムに関す
る。
【背景技術】
【０００２】
　インターネット技術や放送、通信、娯楽、医療、教育などの分野におけるデジタル化技
術の急速な発展により、膨大なマルチメディア情報から必要な情報だけを簡単で高速にア
クセスできるようなニーズが高まってきている。そのようなニーズの中でも、特に、ネッ
トワークやホームサーバに蓄積されていた大量な映像コンテンツを効率的に管理し扱いた
いといったニーズから、映像コンテンツの意味抽出と解析のための画像認識技術の研究開
発が盛んに行われるようになっていた。
【０００３】
　具体的な例としては、例えば、ハードディスク録画やデジタル家電が普及している中、
観たいものだけを観る、録画しながら再生を楽しむなど、といった新しいライフスタイル
に応じた楽しみ方を可能にするための「類似画像検索技術」や、デジタルカメラやデジタ
ルビデオカメラ、及びインターネットの普及により、様々な画像や動画を簡単に編集し、
自分のオリジィナルダイジェスト映像を作成し保存するための「ダイジェスト映像作成技
術」などの研究開発が行われている（例えば特許文献１，２参照）。
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【０００４】
　即ち、上述した新しいライフスタイルに応じた楽しみ方を可能にしたり、ダイジェスト
映像を作成するためのニーズとして、映像コンテンツから所望の画像を検索したい、例え
ば動画コンテンツの中からハイライトシーンを検出したい、といった画像検索のニーズが
高まっている。
【０００５】
　かかる画像検索のニーズに応えるために、キーワードを用いた画像検索技術の実用化も
進められていた。他にも動画コンテンツを自由自在に閲覧することができるようなBrowsi
ng技術やビジュアルコミュニケーションにおける意味的な「映像議事録」作成技術などの
研究も行われていた。
【特許文献１】特開２００２－３４４８７２号公報
【特許文献２】特開２００６－５４６２２号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながらキーワードを用いる従来の画像検索技術では、必要なキーワードの付与に
は手間がかかり、同キーワードの画像が大量に存在する事態も発生しがちなため、実際に
満足な検索結果が得られないのが現状である。また、映像内のメタ情報を自動的に抽出し
、それらのメタ情報を元に、欲しい画像コンテンツを見つけ出すといった検索技術や、自
動的に「映像議事録」を作成する技術や、Browsing技術なども多く研究されているが、必
要なメタ情報を精度良く抽出することが容易ではないので、実際に利用可能な映像検索技
術やダイジェスト作成技術やBrowsing技術が確立されていない状況である。
【０００７】
　換言すると、上述のようなキーワードによる画像検索などではなく、人の直感的な感覚
で映像コンテンツを扱えるように、より効率よく映像コンテンツを管理し取り扱うための
映像解析技術の実現が要望されているが、かかる要望に十分に応えられていない状況であ
る。
【０００８】
　本発明は、このような状況に鑑みてなされたものであり、人の直感的な感覚で映像コン
テンツを扱えるように、より効率よく映像コンテンツを管理し取り扱うための映像解析技
術を提供できるようにするものである。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明の一側面の画像処理装置は、複数の単位画像から構成される動画像から、１以上
の前記単位画像を含むショットが複数区分され、前記ショットを単位とする画像処理を施
す画像処理装置であって、ハイライトとして抽出すべき1以上のショットからなる既知の
ショット群が学習用動画像として複数用いられて、前記単位画像全体の空間領域に占める
オブジェクトの範囲に基づく第１のショットタイプが複数定義されており、各ショット間
の前記第１のショットタイプについての関連性の第１のルールと、１ショットに含まれる
各単位画像間の関連性の第２のルールとが予め学習され、それらの学習結果が、前記ハイ
ライトを判別する判別モデルとして保持されている保持手段と、新たに入力された入力動
画像から区分される複数のショットのそれぞれを順次注目ショットにして、複数の前記第
１のショットタイプのうちの何れかに分類する分類手段と、前記複数のショットの前記分
類手段による各分類結果を用いて、前記注目ショットと他の１以上のショットとの前記第
１のショットタイプについての関連性を認識し、その関連性を示す情報を、前記注目ショ
ットの第１の特徴量として生成する第１の生成手段と、前記注目ショットに含まれる各単
位画像の間の関連性を認識し、その関連性を示す情報を、前記注目ショットの第２の特徴
量として生成する第２の生成手段と、前記第１の生成手段により生成された前記注目ショ
ットの前記第１の特徴量が前記第１のルールに則した特徴量であるか否か、および、前記
第２の生成手段により生成された前記注目ショットの前記第２の特徴量が前記第２のルー
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ルに則した特徴量であるか否かに基づいて、前記注目ショットが前記ハイライトに含まれ
るか否かを認定し、前記入力動画像を構成する前記複数のショットのうち、前記ハイライ
トに含まれると認定されたショットからなるショット群を、前記ハイライトとして抽出す
る抽出手段とを備え、前記第１のルールは、前記学習用動画像から区分される複数のショ
ットのそれぞれを前記注目ショットとした場合における前記第１の特徴量をそれぞれ用い
て学習され、前記第２のルールは、前記学習用動画像から区分される複数のショットのそ
れぞれを前記注目ショットとした場合における前記第２の特徴量をそれぞれ用いて学習さ
れ、前記保持手段には、前記第１のルールに基づく前記判別モデルとして、前記第１の特
徴量を用いて前記第１のルールを学習することで得られる第１の時系列モデルを保持させ
るとともに、前記第２のルールに基づく前記判別モデルとして、前記第２の特徴量を用い
て前記第２のルールを学習することで得られる第２の時系列モデルを保持させることがで
きる。
【００１０】
　実世界の被写体が撮影された結果得られる前記単位画像に含まれる領域のうちの、実世
界の所定の背景に対応する領域が注目領域とされており、複数の前記ショットタイプには
、前記第１のショットタイプ以外にさらに、ショットに含まれる全単位画像のいずれにも
前記注目領域が含まれていない第２のショットタイプが含まれており、前記分類手段には
、前記注目ショットに含まれる全単位画像のいずれにも前記注目領域が１つも含まれてい
ない場合、前記注目ショットを前記第２のショットタイプに分類させることができる。
　前記第１のショットタイプは、前記注目ショットに含まれる単位画像の前記注目領域全
体の空間領域に占めるオブジェクトの範囲が一定以上であるという第１の条件と、前記注
目ショットに含まれる単位画像全体の空間領域に占める人間の顔の領域の範囲が一定以上
であるという第２の条件と、前記注目ショットに含まれる単位画像の前記注目領域のうち
の所定部分全体の空間領域に占めるオブジェクトの範囲が一定以上であるという第３の条
件とに基づいて、さらに複数のショットタイプに分類される。
　前記第１のショットタイプとして、前記第１の条件が満たされ、かつ、前記第２の条件
が満たされる場合の第１－１のショットタイプと、前記第１の条件が満たされ、かつ、前
記第２の条件が満たされない場合、または、前記第１の条件が満たされず、かつ、前記第
３の条件が満たされる場合の第１－２のショットタイプと、前記第１の条件が満たされず
、かつ、前記第３の条件が満たされない場合の第１－３のショットタイプとが存在する。
【００１１】
　前記時系列モデルは、HMM(Hidden Markov Model)である。
【００１３】
　前記時系列モデルは、HMM(Hidden Markov Model)である。
【００１４】
　前記単位画像に含まれ得る１以上の種類の前記オブジェクトに基づく単位画像タイプが
複数定義されており、前記入力動画像を構成する各単位画像から、1以上の種類の前記オ
ブジェクトのそれぞれの抽出を試みる特徴抽出手段が前記画像処理装置にはさらに設けら
れ、前記第２の生成手段には、前記特徴量抽出手段による抽出の試みの結果に基づいて、
前記注目ショットに含まれる各単位画像の前記単位画像タイプを決定させ、決定された各
単位画像の前記単位画像タイプの間の関連性を認識させ、その関連性を示す情報を、前記
注目ショットの第２の特徴量として生成させることができる。
【００１５】
　本発明の一側面の画像処理方法は、複数の単位画像から構成される動画像から、１以上
の前記単位画像を含むショットが複数区分され、前記ショットを単位とする画像処理を施
す画像処理装置の画像処理方法であって、ハイライトとして抽出すべき1以上のショット
からなる既知のショット群が学習用動画像として複数用いられて、前記単位画像全体の空
間領域に占めるオブジェクトの範囲に基づくショットタイプが複数定義されており、各シ
ョット間の前記ショットタイプについての関連性の第１のルールと、１ショットに含まれ
る各単位画像間の関連性の第２のルールとが予め学習され、それらの学習結果が、前記ハ
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イライトを判別する判別モデルとして保持手段に保持されており、新たに入力された入力
動画像から区分される複数のショットのそれぞれを順次注目ショットにして、複数の前記
ショットタイプのうちの何れかに分類し、前記複数のショットの各分類結果を用いて、前
記注目ショットと他の１以上のショットとの前記ショットタイプについての関連性を認識
し、その関連性を示す情報を、前記注目ショットの第１の特徴量として生成し、前記注目
ショットに含まれる各単位画像の間の関連性を認識し、その関連性を示す情報を、前記注
目ショットの第２の特徴量として生成し、生成された前記注目ショットの前記第１の特徴
量が前記第１のルールに則した特徴量であるか否か、および、生成された前記注目ショッ
トの前記第２の特徴量が前記第２のルールに則した特徴量であるか否かに基づいて、前記
注目ショットが前記ハイライトに含まれるか否かを認定し、前記入力動画像を構成する前
記複数のショットのうち、前記ハイライトに含まれると認定されたショットからなるショ
ット群を、前記ハイライトとして抽出するステップを含み、前記第１のルールは、前記学
習用動画像から区分される複数のショットのそれぞれを前記注目ショットとした場合にお
ける前記第１の特徴量をそれぞれ用いて学習され、前記第２のルールは、前記学習用動画
像から区分される複数のショットのそれぞれを前記注目ショットとした場合における前記
第２の特徴量をそれぞれ用いて学習され、前記保持手段は、前記第１のルールに基づく前
記判別モデルとして、前記第１の特徴量を用いて前記第１のルールを学習することで得ら
れる第１の時系列モデルを保持しているとともに、前記第２のルールに基づく前記判別モ
デルとして、前記第２の特徴量を用いて前記第２のルールを学習することで得られる第２
の時系列モデルを保持している。
【００１６】
　本発明の一側面のプログラムは、上述した本発明の一側面の画像処理方法に対応するプ
ログラムである。
【００１７】
　本発明の一側面の画像処理装置および方法並びにプログラムにおいては、複数の単位画
像から構成される動画像から、１以上の前記単位画像を含むショットが複数区分され、前
記ショットを単位とする次のような画像処理が施される。即ち、ハイライトとして抽出す
べき1以上のショットからなる既知のショット群が学習用動画像として複数用いられて、
前記単位画像全体の空間領域に占めるオブジェクトの範囲に基づく第１のショットタイプ
が複数定義されており、各ショット間の前記第１のショットタイプについての関連性の第
１のルールと、１ショットに含まれる各単位画像間の関連性の第２のルールとが予め学習
され、それらの学習結果が、前記ハイライトを判別する判別モデルとして保持手段に保持
されており、新たに入力された入力動画像から区分される複数のショットのそれぞれが順
次注目ショットにされて、複数の前記第１のショットタイプのうちの何れかに分類され、
前記複数のショットの各分類結果を用いて、前記注目ショットと他の１以上のショットと
の前記第１のショットタイプについての関連性が認識され、その関連性を示す情報が、前
記注目ショットの第１の特徴量として生成され、前記注目ショットに含まれる各単位画像
の間の関連性が認識され、その関連性を示す情報が、前記注目ショットの第２の特徴量と
して生成され、生成された前記注目ショットの前記第１の特徴量が前記第１のルールに則
した特徴量であるか否か、および、生成された前記注目ショットの前記第２の特徴量が前
記第２のルールに則した特徴量であるか否かに基づいて、前記注目ショットが前記ハイラ
イトに含まれるか否かが認定され、前記入力動画像を構成する前記複数のショットのうち
、前記ハイライトに含まれると認定されたショットからなるショット群が、前記ハイライ
トとして抽出される。前記第１のルールは、前記学習用動画像から区分される複数のショ
ットのそれぞれを前記注目ショットとした場合における前記第１の特徴量をそれぞれ用い
て学習され、前記第２のルールは、前記学習用動画像から区分される複数のショットのそ
れぞれを前記注目ショットとした場合における前記第２の特徴量をそれぞれ用いて学習さ
れる。前記保持手段には、前記第１のルールに基づく前記判別モデルとして、前記第１の
特徴量を用いて前記第１のルールを学習することで得られる第１の時系列モデルが保持さ
れるとともに、前記第２のルールに基づく前記判別モデルとして、前記第２の特徴量を用
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いて前記第２のルールを学習することで得られる第２の時系列モデルが保持されている。
【発明の効果】
【００１８】
　以上のごとく、本発明の一側面によれば、映像解析技術を提供できる。特に、人の直感
的な感覚で映像コンテンツを扱えるように、より効率よく映像コンテンツを管理し取り扱
うための映像解析技術を提供できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２７】
　このように、様々な側面を持つ本発明では、映像コンテンツが対象とされている。ここ
に、コンテンツとは、広く、人間の創造的活動により生み出されるものである。例えば、
映画、音楽、演劇、文芸、写真、漫画、アニメーション、コンピュータゲームその他の文
字、図形、色彩、音声、動作若しくは映像若しくはこれらを組み合わせたもの又はこれら
に係る情報を電子計算機を介して提供するためのプログラムが、コンテンツの一例である
。これらのうちの主に映像を含むコンテンツを、ここでは映像コンテンツと称している。
映像コンテンツは、主に静止画像を含む静止画コンテンツと、主に動画像を含む動画コン
テンツをとに大別できる。以下においては、動画コンテンツに着目して説明を行っていく
。
【００２８】
　ただし、本明細書では、いわゆるコンテンツデータ、即ち、人間の創造的活動により生
み出されたものが装置によって処理可能な形態とされたもの、例えば電気信号とされたも
のや、メモリに固定されたもの等も、特に区別せずにまとめて、コンテンツと称する。即
ち、ここでは、動画像を構成する各フレーム又はフィールドのデータ等の集合体もまた、
動画コンテンツと称する。
【００２９】
　また、本発明では、動画コンテンツに対する各種画像処理をアクセスユニット単位で実
行するとする。アクセスユニットとは、フレームやフィールドといった動画像の単位を指
し、具体的には例えば、動画像を構成する各静止画像全体（フレーム等）またはその一部
分（フィールド等）を指す。ただし、以下、説明の簡略上、動画コンテンツに対する各種
画像処理はフレーム単位で実行されるとする。
【００３０】
　また、本発明による様々な画像処理の対象となった画像の具体例が幾つか図面に示され
ている。しかしながら、著作権保護等の観点から、画像処理の対象となった実際の画像そ
のものが図面に示されている訳ではなく、適宜マスクが施された画像であったり、線図化
された画像が図面に示されている。例えば、後述する図３の画像２１，２２とは、画像処
理の対象となった実際の画像ではなく、その実際の画像のうちの、実世界の観客席の柵に
対応する領域と得点表示に対応する領域が白マスクされた後の画像となっている。即ち、
図３は、後述する注目領域２４が検出された具体例を示しているが、図３に示される白マ
スクの画像２１から注目領域２４が検出された訳ではなく、その画像２１の元の実際の画
像から注目領域２４が検出されていることに注意を要する。同様に、例えば後述する図４
の例は、フレーム３１から選手の顔４１が検出されたことを示す例であるが、線図化され
た図４のフレーム３１に対して画像処理が施されて顔４１が検出されたわけではなく、実
際には、図４のフレーム３１の線図化前の実写データに対してかかる画像処理が施されて
、顔４１に対応する実写データとしての顔が検出されている。
【００３１】
　図１は、本発明が適用される画像処理装置の機能的構成例を示している。
【００３２】
　図１の例の画像処理装置は、注目領域抽出部１１乃至ハイライト検出部１５を含むよう
に構成されている。
【００３３】
　図２は、かかる図１の例の画像処理装置が実行する画像処理の一例を説明するフローチ
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ャートである。
【００３４】
　ステップＳ１において、注目領域抽出部１１は、注目領域をフレーム毎に抽出する。
【００３５】
　ここに、注目領域とは、実世界の被写体が撮影された結果得られる静止画像（ここでは
１フレーム）に含まれる領域のうちの、実世界の１以上の背景のうちの、注目すべき背景
に対応する領域をいう。
【００３６】
　例えば、ここで動画コンテンツとして、サッカーの試合の映像が利用された場合を考え
る。この場合、動画コンテンツの実世界の被写体は、選手等のサッカーに関連する人物や
、ボール等のサッカーの試合に関連する物体であり、実世界の背景としては、サッカーの
試合が行われるプレイフィールド（主に芝生が生えている場所）と、それ以外の観客席等
とに大別できる。この場合、サッカーの試合であることを考慮すると、プレイフィールド
が注目すべき背景となる。従って、注目領域抽出部１１は、所定のフレームに含まれる領
域のうちの、実世界のプレイフィールドに対応する領域（以下、プレイフィールド領域と
称する）を注目領域として抽出することができる。
【００３７】
　例えば、図３のフレーム２１は、サッカーの試合の一場面の画像であって、領域２３が
プレイフィ－ルド領域である。注目領域抽出部１１は、このプレイフィールド領域２３を
注目領域２４として抽出する。即ち、プレイフィールド領域が注目領域２４として抽出さ
れた結果として、画像２２が得られている。
【００３８】
　詳細については図１２乃至図１６を用いて後述するが、注目領域抽出部１１は、予め学
習によって得られたプレイフィールド領域の画像特徴モデル（例えば後述するHSVヒスト
グラムモデル）を利用して、処理の対象として注目すべきフレーム（以下、注目フレーム
と称する）にプレイフィールド領域が含まれているか否かを判定し、含まれていると判定
した場合、そのプレイフィールド領域を注目領域として抽出する。
【００３９】
　なお、プレイフィールド領域は、サッカー等のスポーツの映像が動画コンテンツとして
採用された場合の注目領域の例示であり、その他、例えば放送局内のスタジオにて所定の
セットを用いて撮影される放送番組の映像が動画コンテンツと採用された場合には、その
セットが注目背景となり、そのセットに対応する領域が注目領域として検出され得る。ま
た例えば、音楽のコンサートの映像が動画コンテンツとして採用された場合には、そのス
テージが注目背景となり、そのステージに対応する領域が注目領域として検出され得る。
即ち、色について特徴がある実世界の背景が撮影された結果として、後述するHSVヒスト
グラムが特徴的となる画像領域であれば、何れの画像領域も注目領域として検出され得る
。
【００４０】
　ステップＳ２において、オブジェクト特徴抽出部１２は、オブジェクト特徴をフレーム
毎に抽出する。
【００４１】
　ここに、オブジェクト特徴とは、注目領域の内部または隣接する領域に存在するオブジ
ェクトの特徴を示す画像情報をいう。また、注目領域と他の領域の境界線や２以上の境界
線の交差点もまたオブジェクトとみなし、かかるオブジェクトの特徴を示す画像情報もま
たオブジェクト特徴に含めるとする。画像情報とは、オブジェクトの色情報の他、オブジ
ェクトの位置情報等を含む広義な概念である。
【００４２】
　例えば、ここで動画コンテンツとして、サッカーの試合の映像が利用された場合を考え
る。この場合、プレイフィールド領域が注目領域となるので、プレイフィールド領域内に
存在する人物、例えば選手等の特徴を示す画像情報が検出され得る。具体的には例えば図
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４の例では、フレーム３１から選手の顔４１がオブジェクト特徴のひとつとして検出され
ている。また例えば、プレイフィールド領域の内部や隣接する領域に存在する人物以外に
ついてのオブジェクト特徴情報として、図５の例では、フレーム３２からゴールゲート４
２が検出されている。また例えば、図６の例では、フレーム３３から、コーナ位置４３や
ボール４４が検出されており、図７の例では、プレイフィールドの境界４５自体も、オブ
ジェクト特徴の１つとして検出されている。その他、図示はしないが、白線等もオブジェ
クト特徴の１つとして検出され得る。
【００４３】
　なお、オブジェクト特徴の検出の詳細については、図１７乃至図２７を参照して後述す
る。
【００４４】
　図２に戻り、ステップＳ３において、ショットカット検出部１３は、動画コンテンツ中
の各ショットカットを検出する処理（以下、ショットカット検出処理と称する）を実行す
る。換言すると、各ショットカット間のショットが検出されることになる。
【００４５】
　例えば、図８の例では、サッカーの試合の映像である動画コンテンツのうちの、「Fram
e25302」と「Frame25303」と記述された２つのフレームの間がショットカットとして検出
されている。即ち、図８において、「Frame25215」乃至「Frame25339」と記述された各画
像は、そのフレーム番号を有する各フレームを示している。この場合、図８の例では、番
号25215乃至25302までのフレームが第１のショットとして検出され、番号25303乃至25339
までのフレームが第１のショットとは別の第２のショットとして検出されている。
【００４６】
　なお、ショットカット検出処理の詳細については、図２８，図２９を参照して後述する
。
【００４７】
　図２に戻り、ステップＳ４において、ショット分類部１４は、動画コンテンツ中の各シ
ョットのそれぞれを、予め定義されている複数種類のうちの何れかに分類する処理（以下
、ショット分類処理と称する）を実行する。
【００４８】
　例えば、図９の例では、各画像が１つのショットを示しており、時間方向を示す矢印で
示されるように、サッカーの試合の映像である動画コンテンツのうちの８つの連続するシ
ョットのそれぞれが、「Long」,「Close-up」,「Close-Up」,「Medium」，「Long」,「Me
dium」，「Long」，「Medium」のそれぞれに分類されている。
【００４９】
　なお、かかる「Long」等とは如何なる種類であるのかについては、図３０等を参照して
後述する。また、ショット分類処理の詳細については、図３１乃至図３６を参照して後述
する。
【００５０】
　図２に戻り、ステップＳ５において、ハイライト検出部１５は、例えばステップＳ２の
処理で抽出された各オブジェクト特徴や、ステップＳ４の処理で分類された各ショットの
種類等に基づいて、即ち、例えば各ショットに属する各フレーム間の特徴量変化や各ショ
ット間の時系列特徴等に基づいて、動画コンテンツの中からハイライトを検出する処理（
以下、かかる処理をハイライト検出処理と称する）を実行する。なお、ハイライト検出部
１５は、さらに、必要に応じて、そのハイライトによるダイジェスト作成を行うこともで
きる。
【００５１】
　例えば、サッカーの試合の映像である動画コンテンツのうちの、コーナキックに相当す
る一連のシーンがハイライトして検出された場合に利用される情報の例が、図１０と図１
１に示されている。
【００５２】
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　例えば図１０は、各ショットに属する各フレーム間の特徴量変化によって、ハイライト
が検出された例を示している。即ち、図１０の例では、所定のショットに属する各フレー
ム間の特徴量（後述するフレームタイプ）が、「Upper Corner」→「Unknown」→「Goal 
Box」→「Goal Box」と遷移しており、かかる特徴量の遷移の仕方が、これまでに他のサ
ッカーの試合の様々な映像で学習してきた結果（後述する図３７のLayer2についての統計
的モデル）から判断して、コーナキックの遷移の仕方であると認定でき、その認定結果よ
りハイライトとして検出されたことを意味している。なお、「Upper Corner」等の各特徴
量の意味については、図４２を参照して後述する。
【００５３】
　また例えば、図１１は、各ショット間の時系列特徴としてショットの種類の推移の仕方
によって、ハイライトが検出された例を示している。即ち、図１１の例では、各ショット
種類が、「Close-up」→「Medium」→「Long Shot」→「Close-up」と推移しており、か
かる各ショットの推移の仕方が、これまでに他のサッカーの試合の様々な映像で学習して
きた結果（後述する図３７のLayer1についての統計モデル）から判断して、コーナキック
の遷移の仕方であると認定でき、その認定結果によりハイライトとして検出されたことを
意味している。なお、「Long」等の各種類については、図３０を参照して後述する。
【００５４】
　この場合、図１０の例または図１１の例の何れか一方のみの認定結果から、コーナキッ
クのハイライトが検出されるときもあるし、図１０の例と図１１の例との両者の認定結果
、または、その両者の認定結果に加えてさらに他の情報も加味して総合的に判断されて、
コーナキックのハイライトが検出されるときもある。
【００５５】
　なお、ハイライト検出処理の詳細については、図３７乃至図４４を参照して後述する。
【００５６】
　以下、図１の画像処理装置を構成する注目領域抽出部１１乃至ハイライト検出部１５の
それぞれの詳細について、その順番に個別に説明していく。その際、本発明の理解を容易
なものとするために、以下、動画コンテンツの具体例を挙げる必要がある場合、図３乃至
図１１の例にならい、サッカーの試合の映像が採用されているとする。
【００５７】
　はじめに、図１２乃至図１６を参照して、図１の画像処理装置のうちの注目領域抽出部
１１の詳細例について説明する。
【００５８】
　図１２は、注目領域抽出部１１の機能的構成の詳細例を示している。
【００５９】
　図１２の例の注目領域抽出部１１は、HSVヒストグラムモデル保持部５１乃至ポストプ
ロセシング部５６を含むように構成されている。
【００６０】
　HSVヒストグラムモデル保持部５１は、注目フレームから注目領域、即ち本実施の形態
ではプレイフィールド領域を検出するために用いられるHSVヒストグラムモデルを保持し
ている。
【００６１】
　ここで、HSVヒストグラムモデルについて説明する。
【００６２】
　図１３には、サッカーの試合の映像の一場面に対応する代表的なサンプル画像６１乃至
６３のそれぞれについて、3D HSV（3-Dimensions Hue Saturation Value）ヒストグラム
をそれぞれの１Dに射影した結果獲られるグラフ７１乃至７３のそれぞれが示されている
。
【００６３】
　グラフ７１乃至７３からわかるように、サッカーの試合の映像は、主に芝生の映像を含
むプレイフィールド領域が多く含まれているため、そのHSVのヒストグラムの特徴（以下
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、3D HSVヒストグラム特徴と称する）には各フレーム相互に一定の関連性が存在する。
【００６４】
　そこで、本発明人は、上述したサンプル画像６１乃至６３を含めて様々なサッカー試合
映像から集められた数多くの画像、即ち、日中，夕方，夜といった様々な時間帯の画像や
、晴れ，曇り，雨といった様々な天気での画像等の各3D HSVヒストグラム特徴を解析し、
統計処理を施すことによって、次のような統計データの結果を得た。
【００６５】
　即ち、注目されるプレイフィールド領域を含む画像でのHSVの可変範囲は、それぞれH[2
2, 68], S[32, 255], V[64, 175]となり、また、そのレンジ幅は最大でそれぞれH: 16, S
: 128, V: 64になる、といった結果を得た。換言すると、サッカーの試合の時間帯や気候
などによって、プレイフィールド領域を含む画像でのHSVの各成分の平均値はそれぞれ変
わるが、各成分の分散幅のそれぞれはほぼH: 16, S: 128, V: 64の中に抑えられることが
判明した。従って、このようなH,S,Vの各分散幅等のHSV特徴を利用することで、プレイフ
ィールド領域をロバストに検出することが可能となる。
【００６６】
　そこで本実施の形態では例えば、かかる分散範囲がHSVヒストグラムモデルとして、図
１２のHSVヒストグラムモデル保持部５１に保持されているのである。
【００６７】
　なお、このようなHSVヒストグラムモデルを学習で求めるためのトレーニング用サンプ
ル画像として、例えば図１４に示される画像７１乃至７４のように、目視でも分かるよう
な色特徴が違う様々な画像を採用することもできる。
【００６８】
　図１２に戻り、ダウンサンプリング部５２は、注目フレームに対して、解像度を低くす
るための第１の処理を施し、また、HSVのそれぞれの成分の解像度を8Bitから2－3Bitに圧
縮するための第２の処理を施した上で、HSV成分ピーク検出部５３と注目領域検出部５５
に提供する。なお、第１の処理とは、処理速度向上と画像内ノイズ除去を主目的に行われ
る処理である。また、第２の処理とは、照明変化の影響の低減による、検出処理のロバス
ト性の向上を主目的に行われる処理である。
【００６９】
　HSV成分ピーク検出部５３は、ダウンサンプリング部５２からの注目フレームについて
の3D HSVヒストグラム（図１３のグラフ７１乃至７３のようなグラフ等）を演算し、その
3D HSVヒストグラムからH，S，Vの各成分のピークをそれぞれ検出し、各ピークを，H，S
，Vの各中心値（各平均値）として、注目領域範囲決定部５４に通知する。
【００７０】
　注目領域範囲決定部５４は、H，S,V成分の各中心値（各ピーク）のそれぞれに対して、
HSVヒストグラムモデル保持部５１にHSVヒストグラムモデルとして保持されている上述し
たH，S，Vの各分散幅をそれぞれ持たせたH,S,Vの各範囲を決定し、それを注目領域範囲と
して注目領域検出部５５に通知する。
【００７１】
　具体的には例えば本実施の形態では、上述したように、H成分のレンジ幅として「16」
が、S成分のレンジ幅として「128」が、V成分のレンジ幅として「64」が、HSVヒストグラ
ムモデル保持部５１にHSVヒストグラムモデルとして保持されている。従って、H成分の中
心値（H成分のピーク）を中心として16のレンジ幅を有するHの範囲、S成分の中心値（S成
分のピーク）を中心として128のレンジ幅を有するSの範囲、および、V成分の中心値（V成
分のピーク）を中心として64のレンジ幅を有するVの範囲が、注目領域範囲として決定さ
れて、注目領域検出部５５に提供される。
【００７２】
　注目領域検出部５５は、ダウンサンプリング部５２からの注目フレームを構成する各画
素のそれぞれを順次処理の対象として注目すべき画素（以下、注目画素）として、その注
目画素に対して次のような処理を順次施していくことにより、注目領域、即ち本実施の形
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態ではプレイフィールド領域を検出する。
【００７３】
　即ち、注目領域検出部５５は、注目画素の各H,S,Vの成分値が、注目領域範囲決定部５
４から通知された注目領域範囲に含まれるか否かを判定し、含まれると判定した場合には
、注目画素はプレイフィールド領域の画素であると検出する一方、含まれないと判定した
場合には、注目画素はプレイフィールド領域以外の画素であると検出する。
【００７４】
　例えば、図１５の例では、画像８１が注目フレームとされてプレイフィールド領域が検
出された結果として、画像８２が得られている。即ち、画像８２のうちの黒い領域９１－
１が、検出されたプレイフィールド領域である。同様に、図１６の例では、画像８４が注
目フレームとしてプレイフィールド領域が検出された結果として、画像８５が得られてい
る。即ち、画像８５のうちの黒い領域９２－１が、検出されたプレイフィールド領域であ
る。
【００７５】
　このようにして、プレイフィールド領域が検出された注目フレームは、図１２の注目領
域検出部５５からポストプロセシング部５６に提供される。
【００７６】
　ポストプロセシング部５６は、注目フレームに対して、ポストプロセシング、即ちノイ
ズ除去のためのフィルタリング処理を施すことで、プレイフィールド領域内の直線等を除
去することができる。換言すると、プレイフィールド領域内に存在する画素ではあるが、
注目領域検出部５５によってはプレイフィールド領域の画素ではないと判定された画素を
、改めてプレイフィールド領域の画素であると判定し直す処理が、ポストプロセシング部
５６により実行される、と把握することもできる。
【００７７】
　例えば、図１５の例では、上述した画像８２に対してポストプロセシングが施された結
果として、画像８３が得られている。即ち、画像８３のうちの黒い領域９１－２が、領域
９１－１から白い線や選手等が除去された後のプレイフィールド領域である。同様に、図
１６の例では、上述した画像８５に対してポストプロセシングが施された結果として、画
像８６が得られている。即ち、画像８６のうちの黒い領域９２－２が、領域９２－１から
白い線や選手等が除去された後のプレイフィールド領域である。
【００７８】
　以上説明したように、図１２の注目領域抽出部１１は、サッカーの試合の様々な映像を
学習することによって得られる色分布特徴、即ち、HSVヒストグラムモデル保持部５１に
保持されているHSVヒストグラムモデルを利用して、サッカーの実世界のプレイフィール
ドにおける芝の色を有する画像領域、即ち、プレイフィールド領域をロバストでリアルタ
イムに検出することができる。これにより、サッカーの試合の自動解析を行うことが可能
となる。
【００７９】
　換言すると、上述したように、プレイフィールド領域は、サッカーの試合の映像を動画
コンテンツとして採用した場合における注目領域の単なる例示であり、採用される動画コ
ンテンツの種類に応じた注目色を多く含む画像領域を、注目領域とすることができる。従
って、所定の種類の動画コンテンツから注目領域を検出した場合には、その所定の種類の
動画コンテンツの様々な映像を学習することによって、その所定の種類に適したHSVヒス
トグラムモデルを生成して、そのHSVヒストグラムモデルをHSVヒストグラムモデル保持部
５１に保持させればよい。この場合も、その所定の種類の動画コンテンツが注目領域抽出
部１１に入力されれば、全く同様に、その所定の種類についての注目領域がロバストかつ
リアルタイムに検出される。これにより、所定の種類の動画コンテンツの自動解析を行う
ことが可能となる。
【００８０】
　また、詳細については後述するが、注目領域が抽出されれば、その注目領域内部または
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それに接する領域でのオブジェクト特徴の抽出も容易に可能となる。これにより、スポー
ツ映像等の様々な種類の動画コンテンツの解析におけるメタ情報の自動付与も可能となる
。
【００８１】
　さらにまた、詳細については後述するが、注目領域内とその隣接領域でのオブジェクト
特徴の抽出ができれば、映像解析における高精度なショット検出やショット分類も可能と
なり、最終的には、動画コンテンツ内のハイライト抽出やダイジェスト映像の自動作成も
可能となる。
【００８２】
　以上、図１２乃至図１６を参照して、図１の画像処理装置のうちの注目領域抽出部１１
の詳細例について説明した。
【００８３】
　次に、図１７乃至図２７を参照して、図１の画像処理装置のうちのオブジェクト特徴抽
出部１２の詳細例について説明する。即ち、以下、動画コンテンツとしてサッカーの試合
が採用された場合における、オブジェクト特徴抽出部１２により抽出可能なオブジェクト
特徴とその抽出手法について、幾つかの具体例を説明する。
【００８４】
　図１７は、注目フレームのプレイフィールド領域内部でオブジェクトが存在する場合に
、そのオブジェクトの大小、即ち、プレイフィールド領域内に占めるオブジェクトの割合
の大小をオブジェクト特徴として抽出する場合における、その抽出手法例を説明する図で
ある。
【００８５】
　ここで、注目フレームのプレイフィールド領域における、プレイフィールドに対応する
画素M(i,j)を、式（１）で表すとする。
【００８６】
【数１】

【００８７】
　プレイフィールドに対応する画素M(i,j)とは、図１２の注目領域検出部５５によりプレ
イフィールド領域の画素であると検出された画素、即ち、ポストプロセンシング部５６に
よるポストプロセンシングが行われて選手やボール等のオブジェクトが除去される前の画
素をいう。換言すると、プレイフィールド領域を構成する画素のうちの、そのプレイフィ
ールド領域内に存在する選手やボール等のオブジェクトを示す画素を除いた画素が、画素
M(I,j)である。即ち、実世界上のプレイフィールド（芝生）の色特徴を有する画素が、画
素M(I,j)である。具体的には例えば、上述した図１５のプレイフィールド領域９１－１や
図１６のプレイフィールド領域９２－１のうちの黒色の画素が、画素M(I,J)に相当する。
【００８８】
　式（１）において、HとWのそれぞれは、注目フレームの垂直方向（Ｙ方向）と水平方向
（Ｘ方向）のそれぞれのサイズを示している。
【００８９】
　この場合、オブジェクトの大小の特徴を示す特徴量（以下、投影特徴量と称する）とし
て、式（２）に示される垂直方向投影特徴量Ph(i)と、水平方向投影特徴量Pv（j）とのそ
れぞれを利用することができる。
【００９０】
【数２】

【００９１】
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　例えば、図１７には、注目フレームとして画像１０１が採用された場合における、垂直
方向投影特徴量Ph(i)の推移を表すグラフ１１１－Ｈと、水平方向投影特徴量Pv(j)の推移
を表すグラフ１１１－Ｖとが示されている。
【００９２】
　詳細については図３２等を用いて後述するが、水平方向投影特徴量Pv(j)の変化が大き
く、垂直方向投影特徴量Ph(i)の変化が小さい場合、プレイフィールド領域内部に大きな
オブジェクトが存在すること、即ち例えば選手等のオブジェクトが大きく写っていること
を意味する。一方、水平方向投影特徴量Pv(j)の変化が小さい場合、または垂直方向投影
特徴量Ph(i)の変化が大きい場合、プレイフィールド領域内部に小さなオブジェクトが存
在すること、即ち例えば選手等のオブジェクトが小さく写っていることを意味する。
【００９３】
　このように、オブジェクト特徴抽出部１２は、注目フレームについて、垂直方向投影特
徴量Ph(i)と水平方向投影特徴量Pv(j)とを演算し、垂直方向投影特徴量Ph(i)と水平方向
投影特徴量Pv(j)との各変化の度合いに基づいて、プレイフィールド領域内部に存在する
オブジェクトの大小を、オブジェクト特徴のひとつとして抽出することができる。
【００９４】
　図１８は、注目フレームのプレイフィールド領域と他の領域との境界、若しくはその境
界に関する情報、例えば境界線の角度や他の境界線との交差位置をオブジェクト特徴とし
て抽出する場合における、その抽出手法例を説明する図である。
【００９５】
　即ち、図１８には、注目フレームとして画像１２１が採用された場合における、黒色の
プレイフィールド領域１２２の境界として、直線１２３，１２４が抽出された場合の例が
示されている。
【００９６】
　オブジェクト特徴抽出部１２は、注目フレームのプレイフィールド領域の境界の位置を
画素単位で検出する。以下、このようにして検出された境界の位置を、式（３）に示され
るように、B(i)と記述する。
【００９７】

【数３】

【００９８】
　この場合、境界の各位置B(i)は水平方向のW画素分の各位置を示しているので、オブジ
ェクト特徴抽出部１２は、水平方向で30分割とする低解像度化処理を行い、即ち、境界の
各位置B(i)の水平方向の個数を30個分に減縮して、境界の各位置B(i)における境界線の各
角度A(i)、即ち、例えば各位置B(i)とその前後の各位置B(i-1)，B(i+1)等とを結ぶ直線の
各角度A(i)を求める。なお、低解像度化の目的は、境界に接する人物やグラフィック等の
影響（ノイズ）を低減するため、即ち、境界の位置B(i)として検出された中には実際の境
界ではなく人物やグラフィックスの位置が含まれている場合がありこれらを除去するため
である。
【００９９】
　その後、オブジェクト特徴抽出部１２は、水平方向に30分割したうちの左側ｎ個分（ｎ
は１乃至３０の間の整数値）の角度Al(n)を式（４）に従って演算し、また、それよりも
右側の角度Ar(n)を式（５）に従って演算する。
【０１００】

【数４】
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【数５】

【０１０１】
　また、オブジェクト特徴抽出部１２は、式（６），式（７）のそれぞれに従って、左右
両側の角度の分散値Dl(n)，Dr(n)のそれぞれを演算する。
【０１０２】

【数６】

【数７】

【０１０３】
　そして、オブジェクト特徴抽出部１２は、式（８）で示される画素位置Nを、左右両直
線の交差位置とする。
【数８】

【０１０４】
　最後に、オブジェクト特徴抽出部１２は、画素位置Nでの左右両側の角度Al(n)，Ar(n)
との角度差が１０度以上となる場合（即ち、式（９）の場合）、左右両側の角度Al(n)，A
r(n)をそれぞれ有する各直線を、異なる２つの境界線としてそれぞれ検出する。例えば図
１８の例では、直線１２３，１２４が２つの境界線として検出されている。なお、画素位
置Nでの左右両側の角度Al(n)，Ar(n)との角度差が１０度未満の場合には、１つの境界線
とみなされる。
【０１０５】
【数９】

【０１０６】
　また、２つの境界線が検出された場合、後述する図２１に示されるように、それらの２
つの境界線の交差位置を、サッカーのフィールドにおけるコーナ位置として抽出すること
もできる。
【０１０７】
　このようにして、オブジェクト特徴抽出部１２は、注目フレームのプレイフィールド領
域と他の領域との境界、若しくはその境界に関する情報、例えば境界線の角度や他の境界
線との交差位置をオブジェクト特徴として抽出することができる。
【０１０８】
　さらに、オブジェクト特徴抽出部１２は、プレイフィールド領域の境界の検出後、次の
ようにして、サッカーのフィールドに存在するゴール（以下、適宜ゴールゲート、ゴール
ボックス等称する）を、オブジェクト特徴のひとつとして抽出することもできる。
【０１０９】
　即ち、オブジェクト特徴抽出部１２は、注目フレームの各境界線に接する略垂直方向の
白線を検出する。ここに、略垂直と記載したのは、実世界上のゴールゲートの白い構造体
（鉄筋等）のうちの垂直方向の部分は、注目フレーム内で白線画像として含まれる場合に
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は必ずしも正確な注目フレーム内で垂直方向となっていないからである。即ち、オブジェ
クト特徴抽出部１２は、各境界線に接し、かつ、注目フレームにおける垂直方向に対して
左右α度（αは０乃至９０度のうちの任意の値）の猶予範囲の角度を有する白線を検出す
る。また、ここでいう白線とは、真の白の線を意味するわけではなく、白とみなすことが
できる範囲内の色で構成される線を意味する。
【０１１０】
　そして、オブジェクト特徴抽出部１２は、略垂直方向の２本以上の白線が検出された場
合、２本以上の白線のうちの所定の２本の組を選択し、その組の２本の白線で囲む領域内
に略水平方向の白線が存在するか否を確認する。なお、ここで略水平方向としたのは、上
述した略垂直方向とした趣旨と同一である。また、係る確認は、組合せ可能な全ての組に
ついて行われる。オブジェクト特徴抽出部１２は、略垂直方向の２本の白線の組のうちの
、略水平方向の白線が存在する組を１組以上検出した場合、それらの組をゴールゲートの
候補として取り扱う。
【０１１１】
　そして、オブジェクト特徴抽出部１２は、図１９に示されるゴールゲート１３１のポス
ト高さ１３３とクロスバー長さ１３２との関係や、クロスバー長さ１３２とプレイフィー
ルド幅との比例関係等の寸法の規定、即ち、ゴールゲートのセマンティックルールを用い
て、正しいゴールゲートを抽出する。即ち、オブジェクト特徴抽出部１２は、１以上のゴ
ールゲートの候補の中から、セマンティックルールを満たす候補をゴールゲートであると
して選抜する。
【０１１２】
　図２０には、このような手法によって検出されたゴールゲートの具体例が示されている
。即ち、図２０には、注目フレームとして画像１４１が採用された場合における、黒色の
プレイフィールド領域１４３の境界線に接する、２本の略垂直方向の白線分とそれらの間
の１本の略水平方向の白線分とで囲まれる領域１４４が、ゴールゲートとして抽出された
場合の例が示されている。図２０からは、画像１４１が複雑な背景を有しているにもかか
わらず、ゴールゲート１４４がロバストに検出できていることがわかる。
【０１１３】
　図２１は、注目フレームのプレイフィールド領域におけるコーナ位置をオブジェクト特
徴として抽出する場合における、その抽出手法例を説明する図である。
【０１１４】
　即ち、図２１には、注目フレームとして画像１５１が採用された場合における、黒色の
プレイフィールド領域１６１の２つの境界線１６２，１６３の交差位置１６４がコーナ位
置として抽出された場合の例が示されている。
【０１１５】
　なお、コーナ位置の検出手法は、図１８を用いて上述した境界線の検出手法と基本的に
同様の手法である。即ち、オブジェクト特徴抽出部１２は、注目フレームについて、上述
した式（３）乃至式（９）を演算することで、コーナ位置をオブジェクト特徴のひとつと
して抽出することができる。
【０１１６】
　その他、抽出手法の具体例については冗長になるので説明を省くが、既知の手法等を利
用することで、オブジェクト特徴抽出部１２は、様々なオブジェクト特徴を抽出すること
ができる。
【０１１７】
　具体的なオブジェクト特徴の抽出結果の例が図２２乃至図２７に示されている。
【０１１８】
　即ち、図２２の例では、プレイフィールド領域に存在する選手１７１がオブジェクト特
徴のひとつとして抽出されている。図２３の例では、プレイフィールド領域の上に合成さ
れる得点表示等のグラフィック領域１７２がオブジェクト特徴のひとつとして抽出されて
いる。図２４の例では、プレイフィールド領域に存在するボール１７３がオブジェクト特
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徴のひとつとして抽出されている。図２５の例では、例えば選手と審判官との服の色の差
異を利用して、選手ではなく、審判官１７４がオブジェクト特徴のひとつとして抽出され
ている。図２６の例では、プレイフィールド領域に存在する選手の動き、即ち、所定の方
向に選手が所定の速度で走っている等の動きがオブジェクト特徴のひとつとして抽出され
ている。図２７の例では、選手の顔１７５がオブジェクト特徴のひとつとして抽出されて
いる。
【０１１９】
　以上、図１７乃至図２７を参照して、図１の画像処理装置のうちのオブジェクト特徴抽
出部１２の詳細例について説明した。
【０１２０】
　次に、図２８と図２９を参照して、図１の画像処理装置のうちのショットカット検出部
１３の詳細例について説明する。
【０１２１】
　ショットカットとは、ショットとショットとの切り替り、即ちショット変化をいい、一
般的には、ハードカット、フェードイン/フエードアウトカット、グラフィックスワイパ
ーカットといった３種類に大別される。ハードカットでは、１乃至２フレームの間にショ
ットが切り替るので、そのショット変化は検出しやすいが、フェードイン/フエードアウ
トカットやグラフィックスワイパーカットは、１０乃至３０フレーム程度の間にショット
が切り替るので、そのショット変化を自動的に検出するのが容易ではない。
【０１２２】
　そこで、本発明人は、ハードカットのみならず、フェードイン/フエードアウトカット
やグラフィックスワイパーカットまで容易にかつ正確に検出すべく、次のようなショット
カット検出手法を発明した。
【０１２３】
　即ち、本発明人は、ショットカットの容易かつ正確な検出には、カメラの移動やフレー
ム内のオブジェクト移動に対するロバスト性を保つという第１の条件と、フレーム内の色
特徴分布の変化に対して敏感に検出できるという第２の条件とを同時に満たす必要がある
。
【０１２４】
　この場合、第１の条件と第２の条件とを満たすために、フレーム内のオブジェクトの動
きの支配的な方向に対して、２以上の画像領域に分割して次のような各種演算を行うとよ
いと、本発明人は思想した。
【０１２５】
　フレーム内のオブジェクトの動きの支配的な方向としては、本実施の形態のように動画
コンテンツがサッカーの試合の映像である場合では、フレームの水平方向を採用すること
ができる。即ち、サッカーの試合のオブジェクトとは選手やボール等であり、これらの選
手やボールはフレームに対して水平方向に動くことが多いからである。
【０１２６】
　具体的には例えば本実施の形態では、図２８に示されるように、各フレーム１８１乃至
１８３のそれぞれについて、水平方向に画像領域が上から2:5:3という割合で３分割され
た上で、次のような各種演算を行うとした。なお、以下、図２８の記載にあわせて、2:5:
3に３分割された画像領域のそれぞれを、領域R1，R2，R3のそれぞれと称する。
【０１２７】
　ここに、2:5:3に３分割した理由は、サッカーの試合の一場面を構成する様々なフレー
ムを解析したところ、プレイフィールド領域が一番多く含まれる領域は総合的に判断する
と領域R2となるからである。即ち、分割数や分割割合として、2:5:3の3分割を必ずしも採
用する必要が無く、ショットカットを検出したい動画コンテンツの種類の特徴に応じて任
意に変更可能である。
【０１２８】
　以上説明したように、ショットカット検出部１３は、はじめに、注目フレームを領域R1
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乃至R3に3分割する。
【０１２９】
　次に、ショットカット検出部１３は、注目フレームの領域R1乃至R3のそれぞれについて
、色特徴分布として上述した3D HSVヒストグラム（図１３のグラフ７１乃至７３参照）を
それぞれ演算する。また、ショットカット検出部１３は、フレーム内のノイズなどに対す
るロバスト性を向上させるために、3D HSVヒストグラムの各H,S,Vの成分をそれぞれ２Bit
sで表し、それらの３成分の2Bitsの集合データである6Bitsのデータを、色特徴分布を示
す特徴量として生成する。なお、以下、かかる特徴量を、色特徴量HRkと記述する。ここ
に、ｋは、1乃至3のうちの何れかを示す。即ち、色特徴量HR1とは、領域R1についての色
特徴量であり、色特徴量HR2とは、領域R2についての色特徴量であり、色特徴量HR3とは、
領域R3についての色特徴量である。
【０１３０】
　そして、ショットカット検出部１３は、フレーム間の違いを示す特徴の一つとして、注
目フレームの領域R1乃至R3のそれぞれについて、次の式（１０）の特徴量△Hkをそれぞれ
演算する。以下、特徴量△Hkを色差分特徴量△Hkと称する。
【０１３１】
【数１０】

【０１３２】
　式（１０）において、Htk(i)は、注目フレームの領域kについての色特徴量を示してい
る。Htk-△(i)は、注目フレームから何フレームか前のフレームのの領域kについての色特
徴量を示している。即ち、Δは何フレーム前の特徴量との違いを求めるかを示す定数であ
る。
【０１３３】
　以上の結果として、領域R1についての色差分特徴量△HR1、領域R2についての色差分特
徴量△HR2、および、領域R3についての色差分特徴量△HR3が得られることになる。
【０１３４】
　そこで、ショットカット検出部１３は、次の式（１１）を演算することで、フレーム全
体としての色差分特徴量△Hを演算する。なお、以下、かかる色差分特徴量△Hを、総合色
差分特徴量△Hと称する。
【０１３５】

【数１１】

【０１３６】
　式（１１）において、α，β，γのそれぞれは、領域R1についての色差分特徴量△HR1
、領域R2についての色差分特徴量△HR2、および、領域R3についての色差分特徴量△HR3の
それぞれに対して重み付けを与えるための所定のパラメータ値である。ここに、α，β，
γの具体的な値は特に限定されないが、本実施の形態のようにサッカーの試合について言
えば、βを一番大きな値とすると好適である。上述したように領域R2が、プレイフィール
ド領域が一番多く含まれることから、ショットカット検出にとって一番重要な領域であり
、かかる領域R2に大きな重み付けを与えるのが適切だからである。
【０１３７】
　そして、ショットカット検出部１３は、この総合色差分特徴量△Hと、予め設定された
閾値T1とを比較して、総合色差分特徴量△Hが閾値T1より大きい場合（△H＞T1の場合）、
注目フレームはショットカットであると検出する。なお、閾値T1は、特に限定されないが
、サッカーの試合等の映像から統計的に求めた値を採用すると好適である。
【０１３８】
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　以上のショットカット検出部１３により実行される一連の処理に対応する手法が、本発
明人により発明されたショットカット検出手法のひとつである。以下、かかる手法を、総
合色特徴差分ショットカット検出手法と称する。
【０１３９】
　さらに、本発明人は、次のようなショットカット検出手法も発明した。
【０１４０】
　即ち、サッカーの試合のようなスポーツ映像では、注目領域の特徴を利用することによ
って、ショットカットをよりロバストに検出することが可能である。即ち、サッカーの試
合の注目領域とはプレイフィールド領域であり、かかるプレイフィールド領域が一番多く
含まれるフレーム内の領域が、上述した領域R2である。
【０１４１】
　そこで、領域R2内の注目色の特徴を利用して、ショットカットの検出も行える。ここに
、注目色とは、注目領域における支配的な色であって、注目領域がプレイフィールド領域
である場合には芝の色、即ち、いわゆる緑色である。換言すると、注目色の領域とは、図
１２のポストプロセシング部５６によるポストプロセシングが行われる前のプレイフィー
ルド領域、即ち、選手やボールや白線等のオブジェクトを含まない、実世界上の芝に対応
する領域である。
【０１４２】
　具体的には、ショットカット検出部１３は、領域R2における注目色の領域が占める割合
、即ち、領域R2を構成する画素の総数に対する注目色の画素の個数の比を演算する。以下
、かかる割合を、注目色率DCRと称する。
【０１４３】
　次に、ショットカット検出部１３は、注目色率DCRが５０％を超えるか否かを判定し、
超えると判定した場合には、注目フレームはショットカットの可能性があるとして、次の
式（１２）の演算を行う。即ち、式（１２）も、フレーム間の違いを示す特徴の一つであ
る特徴量△DCRを演算するための式である。以下、かかる特徴量△DCRを、注目色差分特徴
量△DCRと称する。
【０１４４】

【数１２】

【０１４５】
　式（１２）において、DCRt(i)は、注目フレームについての注目色率を示している。DCR
t-△は、注目フレームから何フレームか前のフレームの注目色率を示している。即ち、Δ
は、上述した式（１０）と同様に、何フレーム前の特徴量との違いを求めるかを示す定数
である。
【０１４６】
　そして、ショットカット検出部１３は、この注目色差分特徴量△DCRと、予め設定され
た閾値T2とを比較して、注目色差分特徴量△DCRが閾値T2より大きい場合（△DCR＞T2の場
合）、注目フレームはショットカットであると検出する。なお、閾値T2は、特に限定され
ないが、サッカーの試合等の映像から統計的に求めた値を採用すると好適である。
【０１４７】
　以上のショットカット検出部１３により実行される一連の処理に対応する手法が、本発
明人により発明されたショットカット検出手法のひとつである。以下、かかる手法を、注
目色差分ショットカット検出手法と称する。
【０１４８】
　なお、総合色特徴差分ショットカット検出手法と、注目色差分ショットカット検出手法
とはそれぞれ独立した手法であるため、何れか一方のみを利用してショットカットを検出
することも可能である。ただし、総合色特徴差分ショットカット検出手法と、注目色差分
ショットカット検出手法とを組み合わせることで、より一段と正確なショットカットの検
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出が可能になる。
【０１４９】
　例えば図２９には、総合色特徴差分ショットカット検出手法と、注目色差分ショットカ
ット検出手法とを組み合わせて適用した場合のショットカット検出処理、即ち、図２のス
テップＳ３の詳細な処理の一例を説明するフローチャートが示されている。
【０１５０】
　ステップＳ２１において、ショットカット検出部１３は、入力されたフレームを注目フ
レームに決定する。
【０１５１】
　ステップＳ２２において、ショットカット検出部１３は、上述した式（１１）の演算等
により、注目フレームにつていの色差分特徴量△Hを算出する。
【０１５２】
　ステップＳ２３において、ショットカット検出部１３は、色差分特徴量△Hは閾値T1よ
り大きいか否か（△H>T1であるか否か）を判定する。
【０１５３】
　色差分特徴量△Hが閾値T1を超えている場合、ステップＳ２３の処理でＹＥＳであると
判定されて、処理はステップＳ２４に進む。ステップＳ２４において、ショットカット検
出部１３は、注目フレームは、ショットカットであると検出する。これにより、処理はス
テップＳ３０に進む。ただし、ステップＳ３０以降の処理については後述する。
【０１５４】
　これに対して、色差分特徴量△Hが閾値T1以下の場合、ステップＳ２３の処理でＮＯで
あると判定されて、処理はステップＳ２５に進む。ステップＳ２５において、ショットカ
ット検出部１３は、注目フレームにつていの注目色率DCRを算出する。
【０１５５】
　ステップＳ２６において、ショットカット検出部１３は、注目色率DCRは５０％を超え
ているか否か（DCR>50%であるか否か）を判定する。
【０１５６】
　注目色率DCRが５０％以下の場合、ステップＳ２６の処理でＮＯであると判定されて、
処理はステップＳ２７に進む。ステップＳ２７において、ショットカット検出部１３は、
注目フレームは、ショットカットではないと検出する。これにより、処理はステップＳ３
０に進む。ただし、ステップＳ３０以降の処理については後述する。
【０１５７】
　これに対して、注目色率DCRが５０％を超えている場合、ステップＳ２６の処理でＹＥ
Ｓであると判定されて、処理はステップＳ２８に進む。ステップＳ２８において、ショッ
トカット検出部１３は、上述した式（１２）の演算等により、注目色差分特徴量△DCRを
算出する。
【０１５８】
　ステップＳ２９において、ショットカット検出部１３は、注目色差分特徴量△DCRが閾
値T2より大きいか否か（△DCR＞T2であるか否か）を判定する。
【０１５９】
　注目色差分特徴量△DCRが閾値T2より大きい場合には、ステップＳ２９の処理でＹＥＳ
であると判定されて、ステップＳ２４の処理で、注目フレームはショットカットであると
検出される。
【０１６０】
　これに対して、注目色差分特徴量△DCRが閾値T2以下の場合には、ステップＳ２９の処
理でＮＯであると判定されて、ステップＳ２７の処理で、注目フレームはショットカット
ではないと検出される。
【０１６１】
　このようにして、ステップＳ２４またはＳ２７の処理が終了すると、即ち、注目フレー
ムがショットカットであるか否かの検出が終了すると、処理はステップＳ３０に進む。ス
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テップＳ３０において、ショットカット検出部１３は、注目フレームは最後のフレームで
あるか否かを判定する。
【０１６２】
　ステップＳ３０において、注目フレームは最後のフレームではないと判定されると、処
理はステップＳ２１に戻されて、それ以降の処理が繰り返される。
【０１６３】
　即ち、動画コンテンツを構成する各フレームのそれぞれについて、上述したステップＳ
２１乃至Ｓ３０のループ処理が繰り返されて、ショットカットであるか否かの検出がフレ
ーム毎に行われていく。そして、最後のフレームについてショットカットであるか否かの
検出が行われると、ステップＳ３０の処理でＹＥＳであると判定されて、ショットカット
検出処理は終了する。即ち、図２のステップＳ３の処理は終了し、ステップＳ４のショッ
ト分類処理が引き続き実行される。
【０１６４】
　以上、図２８と図２９を参照して、図１の画像処理装置のうちのショットカット検出部
１３の詳細例について説明した。かかるショットカット検出部１３を採用することで、画
像（フレーム）全体を、カメラの水平運動や人物の水平動きに対してロバストな特徴量で
記述できる複数の領域にそれぞれ分割し、それぞれの領域内の色分布特徴や注目色の領域
特徴を用いることによって高精度なショットカット検出が可能となり、その結果、スポー
ツ映像等の解析におけるメタ情報の自動付与が可能となる。
【０１６５】
　次に、図３０乃至図３６を参照して、図１の画像処理装置のうちのショット分類部１４
の詳細例について説明する。
【０１６６】
　即ち、上述したショットカット検出部１３のショットカット検出処理の結果として、動
画コンテンツは複数のショットに区分されることになる。そこで、ショット分類部１４は
、これらの複数のショットのそれぞれを、予め定義されている1以上の種類のうちの所定
の種類に１つずつ分類していく。なお、かかる種類は、後述するようにショットタイプと
も称される。
【０１６７】
　本実施の形態では、動画コンテンツとしてサッカーの試合の映像が採用された場合に好
適なショットの種類として、例えば図３０に示されるような「Long」，「Medium」，「Cl
ose-up」，「Out」の4種類が定義されているとする。
【０１６８】
　図３０の各サンプル画像からわかるように、「Long」とは、サッカーの試合の全体状況
が分かるようなショット、即ち、プレイフィールド領域と選手等の全体的ビューからなる
ショットの種類をいう。「Medium」は、カメラがズームした状態で数人の選手等がプレイ
フィールド領域に存在するショットの種類をいう。「Close-up」とは、１乃至２の選手等
がフォーカスされ、その顔の識別ができるようなショットの種類をいう。「Out」とは、
プレイフィールド領域が含まれないショットの種類をいう。
【０１６９】
　このような４種類のうちの何れかに分類されるショット分類処理、即ち、図２のステッ
プＳ４の処理の詳細例を説明するフローチャートが、図３１に示されている。
【０１７０】
　ステップＳ５１において、ショット分類部１４は、入力されたショットを注目ショット
に設定する。
【０１７１】
　ステップＳ５２において、ショット分類部１４は、注目ショットに注目領域は含まれて
いるか否か、即ち本実施の形態ではプレイフィールド領域は含まれるか否かを判定する。
【０１７２】
　ステップＳ５２において、注目ショットに注目領域は含まれていないと判定した場合、



(23) JP 4257615 B2 2009.4.22

10

20

30

40

50

ショット分類部１４は、ステップＳ５３において、注目ショットの種類は、「Out」また
はフィールド外「Close-up」であると決定する。その後、処理はステップＳ６２に進む。
ただし、ステップＳ６２以降の処理については後述する。
【０１７３】
　なお、フィールド外「Close-up」とは、１乃至２の選手等がフォーカスされ、その顔の
識別ができるようなショットであって、プレイフィールド領域がほぼ検出されていないシ
ョットの種類をいう。その意味で、フィールド外「Close-up」とは、「Out」に含めるこ
ともできるが、後述するハイライト検出において、フィールド外「Close-up」から識別し
た顔を利用する等も可能であるので、ここでは「Out」とは区別して記述している。
【０１７４】
　これに対して、注目ショットにプレイフィールド領域が含まれている場合、ステップＳ
５２の処理でＹＥＳであると判定されて、処理はステップＳ５４に進む。
【０１７５】
　ステップＳ５４において、ショット分類部１４は、注目ショットの注目領域についての
投影特徴量Ph,Pvを算出する。
【０１７６】
　具体的には例えば、ショット分類部１４は、上述した式（２）を利用して、垂直方向の
H画素分の各垂直方向投影特徴量Ph(i)と、水平方向のW画素分の各水平方向投影特徴量Pv(
j)とを算出する。
【０１７７】
　さらに、ショット分類部１４は、ノイズの影響を低減させるために、垂直方向のH画素
分の各垂直方向投影特徴量Ph(i)に対して低解像度処理を施し、10個分の各垂直方向投影
特徴量Ph(i)とし、また、水平方向のW画素分の各水平方向投影特徴量Pv(j)に対して低解
像度処理を施し、30個分の各水平方向投影特徴量Pv(j)とする。
【０１７８】
　そして、このような処理の結果として、注目ショットの注目領域についての投影特徴量
Ph,Pvのそれぞれとして、10個分の各垂直方向投影特徴量Ph(i)の分布を示す特徴量と、30
個分の各水平方向投影特徴量Pv(j)の分布を示す特徴量とが得られることになる。
【０１７９】
　即ち、上述した図１７のグラフ１１１－Ｈに示されるような各垂直方向投影特徴量Ph(i
)の分布を示す特徴量が、垂直方向投影特徴量Phの一例である。換言すると、プレイフィ
ールド領域を構成する画素のうちのプレイフィールドの色特徴を有する画素（オブジェク
トを除く画素）を垂直方向の1ラインに投影した場合におけるその1ライン上の分布を示す
特徴量が、垂直方向投影特徴量Phである。
【０１８０】
　また、上述した図１７のグラフ１１１－Vに示されるような各水平方向投影特徴量Pv(j)
の分布を示す特徴量が、水平方向投影特徴量Pvの一例である。換言すると、プレイフィー
ルド領域を構成する画素のうちのプレイフィールドの色特徴を有する画素（オブジェクト
を除く画素）を水平方向の1ラインに投影した場合におけるその1ライン上の分布を示す特
徴量が、水平方向投影特徴量Pvである。
【０１８１】
　ステップＳ５５において、ショット分類部１４は、注目ショットの注目領域についての
投影特徴量Ph,Pvに基づく特徴が、「Close-up」or「Medium」型であるか否かを判定する
。
【０１８２】
　注目ショットの注目領域についての投影特徴量Ph,Pvに基づく特徴とは、ショットの種
類を分類可能な特徴であれば特に限定されないが、ここでは、図３２のテーブルで示され
る特徴が採用されているとする。
【０１８３】
　また、「Close-up」or「Medium」型とは、注目ショットの型が「Close-up」または「Me
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dium」に分類される型であることをいう。なお、後述する他の型も、基本的に同様である
。
【０１８４】
　即ち、図３２は、ショットの注目領域についての投影特徴量Ph,Pvと、ショットの種類
の関係を示したものである。
【０１８５】
　図３２の横軸のVertical Projection Featureとは、所定のショットについて上述した
ステップＳ５４の処理と同様の処理が施された結果得られる30個分の各水平方向投影特徴
量Pv(j)のうちの、最大値と最小値との差分値を示している。即ち、水平方向投影特徴量P
vで示される分布の最大値と最小値との差分値が、Vertical Projection Featureである。
【０１８６】
　一方、図３２の縦軸のHorizontal Projection Featureとは、所定のショットについて
上述したステップＳ５４の処理と同様の処理が施された結果得られる10個分の各垂直方向
投影特徴量Ph(i)のうちの、最大値と最小値との差分値を示している。即ち、垂直方向投
影特徴量Phで示される分布の最大値と最小値との差分値が、Horizontal Projection Feat
ureである。
【０１８７】
　また、図３２において、小さな＊印の点は、「Long」であることが既知の１つのショッ
トに対して、上述したステップＳ５４の処理と同様の処理を施し、その処理結果をプロッ
トしたものを示している。小さな○印の点は、「Medium」であることが既知の１つのショ
ットに対して、上述したステップＳ５４の処理と同様の処理を施し、その処理結果をプロ
ットしたものを示している。小さな□印の点は、「Close-up」であることが既知の１つの
ショットに対して、上述したステップＳ５４の処理と同様の処理を施し、その処理結果を
プロットしたものを示している。
【０１８８】
　なお、上述したステップＳ５４の処理と同様の処理の結果を図３２のテーブル上にプロ
ットするとは、ステップＳ５４の処理と同様の処理が行われた結果それぞれ得られる投影
特徴量Pv，Phを利用してプロットすること、具体的には、水平方向投影特徴量Pvで示され
る分布の最大値と最小値との差分値を横軸の座標として、垂直方向投影特徴量Phで示され
る分布の最大値と最小値との差分値を縦軸の座標として、図３２のテーブル上に点をプロ
ットすることをいう。
【０１８９】
　このような種類が既知である複数のショットについての各プロットの結果として、領域
１９１には、「Long」または「Medium」のショットの点が含まれることとなった。これに
より、上述したステップＳ５４の処理の結果を図３２のテーブル上にプロットした場合に
、そのプロットされた点が領域１９１に含まれるときには、注目ショットは「Long」また
は「Medium」に分類できることがわかる。
【０１９０】
　なお、上述したステップＳ５４の処理の結果を図３２のテーブル上にプロットするとは
、上述したステップＳ５４の処理の結果それぞれ得られる投影特徴量Pv，Phを利用してプ
ロットすること、具体的には、水平方向投影特徴量Pvで示される分布の最大値と最小値と
の差分値を横軸の座標として、垂直方向投影特徴量Phで示される分布の最大値と最小値と
の差分値を縦軸の座標として、図３２のテーブル上に点をプロットすることをいう。
【０１９１】
　以下同様に、種類が既知である複数のショットについての各プロットの結果として、領
域１９２には、「Long」のショットの点が含まれることとなった。これにより、上述した
ステップＳ５４の処理の結果を図３２のテーブル上にプロットした場合に、そのプロット
された点が領域１９２に含まれるときには、注目ショットは「Long」に分類できることが
わかる。
【０１９２】
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　種類が既知である複数のショットについての各プロットの結果として、領域１９３には
、「Long」，「Medium」，「Close-up」のショットの点が何れも含まれることとなった。
即ち、上述したステップＳ５４の処理の結果を図３２のテーブル上にプロットした場合に
、そのプロットされた点が領域１９３に含まれるときには、注目ショットの分類は困難で
あることがわかる。換言すると、領域１９３とは、いわゆるグレーゾーンであるといえる
。
【０１９３】
　種類が既知である複数のショットについての各プロットの結果として、領域１９４には
、「Close-up」または「Medium」のショットの点が含まれることとなった。これにより、
上述したステップＳ５４の処理の結果を図３２のテーブル上にプロットした場合に、その
プロットされた点が領域１９４に含まれるときには、注目ショットは「Close-up」または
「Medium」に分類できることがわかる。
【０１９４】
　なお、領域１９３は、「Long」，「Medium」，「Close-up」の何れに分類することも困
難なグレーゾーンであるとはいったが、実際には、「Long」に分類されることは稀であり
、領域１９４に近い領域であるといえる。そこで、ここではショットの種類の分類を簡便
にするために、上述したステップＳ５４の処理の結果を図３２のテーブル上にプロットし
た場合に、そのプロットされた点が領域１９３または領域１９４に含まれるときには、注
目ショットは「Close-up」または「Medium」に分類されるとする。
【０１９５】
　即ち、上述したステップＳ５４の処理の結果を図３２のテーブル上にプロットした場合
に、そのプロットされた点が領域１９３または領域１９４に含まれるときには、ステップ
Ｓ５５の処理でＹＥＳであると判定されて、即ち、注目ショットの注目領域についての投
影特徴量Ph,Pvに基づく特徴が、「Close-up」or「Medium」型であると判定されて、処理
はステップＳ５６に進む。
【０１９６】
　ステップＳ５６において、ショット分類部１４は、オブジェクト特徴が「Close-up」型
であるか否かを判定する。
【０１９７】
　ステップＳ５６において、オブジェクト特徴が「Close-up」型であると判定した場合、
ショット分類部１４は、ステップＳ５７において、注目ショットの種類は「Close-up」で
あると決定する。その後、処理はステップＳ６２に進む。ただし、ステップＳ６２以降の
処理については後述する。
【０１９８】
　これに対して、ステップＳ５６において、オブジェクト特徴が「Close-up」型ではない
と判定した場合、即ち、オブジェクト特徴が「Medium」型であると判定した場合、ショッ
ト分類部１４は、ステップＳ５８において、注目ショットの種類は「Medium」であると決
定する。その後、処理はステップＳ６２に進む。ただし、ステップＳ６２以降の処理につ
いては後述する。
【０１９９】
　即ち、ステップＳ５５の処理でＹＥＳであると判定された場合とは、注目ショットが「
Close-up」または「Medium」に分類できる場合である。
【０２００】
　そこで、このような場合には、本実施の形態では、上述した図１のオブジェクト特徴抽
出部１２により抽出されたオブジェクト特徴に基づいて、注目ショットを「Close-up」ま
たは「Medium」に分類するようにしたのである。
【０２０１】
　この場合、オブジェクト特徴抽出部１２により抽出されるオブジェクト特徴は様々な種
類が存在し、何れの種類を利用することもできるし、また、1以上の種類を組み合わせて
利用することもできる。



(26) JP 4257615 B2 2009.4.22

10

20

30

40

50

【０２０２】
　例えば図３３の例では、オブジェクト特徴として顔領域が利用されている。即ち、画像
２０１からは顔領域２１１，２１２が検出されている一方、画像２０２から顔領域２１３
が検出されている。顔領域２１１，２１２と、顔領域２１３とを比較するに、大きさがそ
れぞれ違うことがわかる。そこで、顔領域の大きさを特徴量として、その特徴量が閾値を
超えている型を「Close-up」型であるとして、その特徴量が閾値以下の型を「Medium」型
であると定義することができる。即ち、ショット分類部１４は、閾値を超える大きさの顔
領域を含む注目ショットについては、「Close-Up」であると決定する一方、閾値以下の大
きさの顔領域を含む注目ショットについては「Medium」であると決定することができる。
【０２０３】
　また、仮にオブジェクト特徴抽出部１２により顔領域の抽出がなされていなかった場合
でも、例えば、選手のユニフォームの色等を用いて選手の領域が抽出されていれば、ショ
ット分類部１４は、その領域の幅を特徴量として利用して「Medium」または「Close-up」
の分類を行うことができる。
【０２０４】
　このようにして、上述したステップＳ５４の処理の結果を図３２のテーブル上にプロッ
トした場合に、そのプロットされた点が領域１９３または領域１９４に含まれるときには
、ステップＳ５５の処理でＹＥＳであると判定されて、ステップＳ５６乃至Ｓ５８の処理
により、注目ショットの種類が「Close-Up」または「Medium」に決定される。
【０２０５】
　これに対して、上述したステップＳ５４の処理の結果を図３２のテーブル上にプロット
した場合に、そのプロットされた点が領域１９１または領域１９２に含まれるときには、
ステップＳ５５の処理でＮＯであると判定されて、次のようなステップＳ５９以降の処理
が実行されて、注目ショットの種類が「Medium」または「Long」に決定される。
【０２０６】
　即ち、ステップＳ５９において、ショット分類部１４は、注目ショットの注目領域のう
ちの背景除外領域についての投影特徴量Ph1,Pv1を算出する。
【０２０７】
　ここに、背景除外領域とは、サッカーの試合の画像では、観客席部分等を示す背景領域
を除いた領域である。具体的には例えば、図３４の例では、サッカーの試合の画像２３１
については、プレイフィールド領域２４１以外が背景領域である。従って、サッカーの試
合の画像２３１における背景除外領域とは、実線２５１の下方であって、点線２５２，２
５３に挟まれた範囲が背景除外領域として採用される。同様に、サッカーの試合の画像２
３２については、プレイフィールド領域２４２以外が背景領域である。従って、サッカー
の試合の画像２３２における背景除外領域とは、実線２５４の下方であって、点線２５５
，２５６に挟まれた範囲が背景除外領域として採用される。
【０２０８】
　そこで、ショット分類部１４は、このような背景除外領域について、上述した式（２）
を利用して、垂直方向のH画素分の各垂直方向投影特徴量Ph(i)と、水平方向のW画素分の
各水平方向投影特徴量Pv(j)とを算出する。
【０２０９】
　さらに、ショット分類部１４は、ノイズの影響を低減させるために、垂直方向のH画素
分の垂直方向投影特徴量Ph(i)に対して低解像度処理を施し、10個分の各垂直方向投影特
徴量Ph1(i)とし、また、水平方向のW画素分の水平方向投影特徴量Pv(j)に対して低解像度
処理を施し、30個分の各水平方向投影特徴量Pv1(j)とする。
【０２１０】
　そして、このような処理の結果として、背景除外領域についての投影特徴量Ph1,Pv1と
して、10個分の各垂直方向投影特徴量Ph1(i)の分布を示す特徴量と、30個分の各水平方向
投影特徴量Pv1(j)の分布を示す特徴量とが得られることになる。
【０２１１】
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　そこで、ステップＳ６０において、ショット分類部１４は、背景除外領域についての投
影特徴量Ph1,Pv1に基づく特徴が、「Medium」型であるか否かを判定する。
【０２１２】
　即ち、図３２の領域１９１にプロットされた複数のショットのそれぞれについて、各背
景除外領域を用いて再プロットすると、「Long」の背景除外領域の点は、図３６に示され
るように領域１９１のうちの領域２７１に含まれる一方、「Medium」の背景除外領域の点
は、領域１９１のうちの領域２７２に含まれることとなった。
【０２１３】
　これにより、上述したステップＳ５９の処理結果を図３２と図３６のテーブル上にプロ
ットした場合に、そのプロットされた点が領域２７２に含まれるときには、ステップＳ６
０の処理でＹＥＳであると判定されて、即ち、背景除外領域についての投影特徴量Ph1,Pv
1に基づく特徴が、「Medium」型であると判定されて、ステップＳ５８において、注目シ
ョットの種類は「Medium」であると決定される。
【０２１４】
　これに対して、上述したステップＳ５９の処理の結果を図３２と図３６のテーブル上に
プロットした場合に、そのプロットされた点が領域１９２（図３２）または領域２７１（
図３６）に含まれるときには、ステップＳ６０の処理でＮＯであると判定されて、即ち、
背景除外領域についての投影特徴量Ph1,Pv1に基づく特徴が「Long」型であると判定され
て、処理はステップＳ６１に進む。ステップＳ６１において、ショット分類部１４は、注
目ショットの種類は「Long」であると決定する。
【０２１５】
　以上のようにして、ステップＳ５３、Ｓ５７、Ｓ５８、またはＳ６１の処理が終了する
と、即ち、注目ショットの種類が、「Out」、フィールド外「Close-up」、「Close-up」
、「Medium」、または「Long」であると決定されると、処理はステップＳ６２に進む。
【０２１６】
　ステップＳ６２において、ショット分類部１４は、注目ショットは最後のショットであ
るか否かを判定する。
【０２１７】
　ステップＳ６２において、注目ショットは最後のショットではないと判定されると、処
理はステップＳ５１に戻されて、それ以降の処理が繰り返される。
【０２１８】
　即ち、動画コンテンツにおける各ショットのそれぞれについて、上述したステップＳ５
１乃至Ｓ６２のループ処理が繰り返されて、各ショットの種類が決定されていく。そして
、最後のショットの種類が決定されると、ステップＳ６２の処理でＹＥＳであると判定さ
れて、ショット分類処理は終了する。即ち、図２のステップＳ４の処理は終了し、ステッ
プＳ５のハイライト検出処理が引き続き実行される。
【０２１９】
　以上、図３０乃至図３６を参照して、図１の画像処理装置のうちのショット分類部１４
の詳細例について説明した。このようなショット分類部１４を採用することで、様々なシ
ョットタイプに対して、注目領域内の射影特徴（例えば上述した投影特徴量Ph,PV等）や
その注目領域内や隣接領域でのオブジェクト特徴を用いることができ、その結果、高精度
なショット分類が可能となる
【０２２０】
　次に、図３７乃至図４４を参照して、図１の画像処理装置のうちのハイライト検出部１
５の詳細例について説明する。
【０２２１】
　図３７は、ハイライト検出部１５によるハイライト抽出のためのフレームワークを示し
ている。ハイライト抽出は、図３７に示されるように、基本的に３つのレイヤLayer1乃至
Layer３で行われる。
【０２２２】
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　Layer1とは、ショット間のショットタイプの時間的な関連性ルール、或いは、そのよう
な関連性ルールについての統計的モデルを表すレイヤである。ここで、ショットタイプと
は、ショット分類部１４により分類された各ショットの種類をいい、例えばサッカーの試
合についての本実施の形態では、上述した図３０に示される「Long」，「Medium」，「Cl
ose-up」，「Out」の４種類が存在する。
【０２２３】
　例えば、ハイライトとして抽出すべきサッカーのコーナキックのシーンであることが既
知のショット群を学習用画像として複数用意し、それらの複数の学習用画像からショット
タイプの時間推移のルールが学習され、その学習の結果得られるルールを示す統計的モデ
ルが予め存在するとすれば、ハイライト検出部１４は、新たに入力された動画コンテンツ
についてのショットタイプの時間推移を認識して、例えば図１１に示されるようなショッ
トタイプの時間推移を認識して、そのショットタイプの時間推移が、統計的モデルと合致
または類似しているショット群を発見した場合には、そのショット群をハイライトとして
抽出することができる。
【０２２４】
　Layer2とは、所定の１ショットを構成するフレームのうちの意味を持つフレーム間の時
間的な関連性ルール、或いは、そのような関連性ルールについての統計的モデルを表すレ
イヤである。
【０２２５】
　例えば、ハイライトとして抽出すべきサッカーのコーナキックのシーンであることが既
知のショットを学習用画像として複数用意し、それらの複数の学習用画像から、1ショッ
トを構成する各フレームのフレームタイプの時間推移のルールが学習され、その学習の結
果得られるルールを示す統計的モデルが予め存在するとすれば、ハイライト検出部１４は
、動画コンテンツについての各ショット内のフレームタイプの時間推移を認識して、例え
ば図１０に示されるようなフレームタイプの時間推移を認識して、統計的モデルと合致ま
たは類似しているショットを発見した場合、そのショットをハイライトの少なくとも一部
分として抽出することができる。なお、図１０に示される「Upper Corner」等のフレーム
タイプについては、図４２を参照して後述する。
【０２２６】
　Layer3とは、フレーム内の特徴量によって、そのフレームに対して意味付けを行うレイ
ヤである。即ち、このLayer3により意味づけられたフレームを用いて得られたルール、即
ち、フレーム間の時間的な関連性ルールを表すレイヤが、Layer2となる。ここに、フレー
ム内の特徴量としては、例えば本実施の形態ではサッカーの試合に関する特徴量、例えば
図１７乃至図２７を用いて上述した各種オブジェクト特徴、即ち、図１のオブジェクト特
徴抽出部１２により抽出される各種オブジェクト特徴を採用することができる。或いは、
Layer2として上述した例のようにフレームタイプ推移が利用される場合には、フレームタ
イプをフレーム内の特徴量として捉えることができる。なお、フレームタイプは、図１の
オブジェクト特徴抽出部１２により抽出されるオブジェクト特徴に基づいて決定され得る
が、このことについては、図４２を参照して後述する。
【０２２７】
　図３８は、ハイライト検出部１５の詳細な機能的構成例を示している。
【０２２８】
　図３８の例のハイライト検出部１５は、学習部３０１乃至ハイライト抽出部３０６を含
むように構成されている。
【０２２９】
　学習部３０１は、上述したLayer1やLayer2についてのルールを学習し、その学習の結果
得られる統計的モデルをモデル保持部３０２に保持させる。なお、学習部３０１の詳細に
ついては、図４０乃至図４４を参照して後述する。
【０２３０】
　Layer1特徴量生成部３０３とLayer3特徴量生成部３０４には、図１のショットタイプ分
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類部１４からの動画コンテンツが入力される。即ち、Layer1特徴量生成部３０３とLayer3
特徴量生成部３０４に入力される動画コンテンツとは、図１において、注目領域抽出部１
１とオブジェクト特徴抽出部１２によりオブジェクト特徴がフレーム毎に抽出され、ショ
ットカット検出部１３により複数のショットに区分され、さらに、かかる複数のショット
のそれぞれのショットタイプがショット分類部１４により決定された動画コンテンツであ
る。
【０２３１】
　そこで、Layer1特徴量生成部３０３は、Layer1でのハイライト抽出を行うための特徴量
（以下、Layer1特徴量と称する）を生成し、ハイライト抽出部３０６に提供する。
【０２３２】
　なお、Layer1特徴量は、モデル保持部３０２に保持されているLayer1の統計的モデルの
形態に応じて、様々な特徴量を採用することができる。
【０２３３】
　具体的には例えば、Layer1の統計的モデルとしてショットタイプの時間推移の順番や、
各ショットタイプを各状態とする状態遷移図等が与えられている場合には、図１１に示さ
れるようなショットタイプの時間推移を、Layer1特徴量として採用することができる。
【０２３４】
　また例えば、Layer1の統計的モデルとして、「１）「Long」ショット前の非「Long」シ
ョット数が所定の範囲内の個数存在する、２」非「Long」ショットのトータル期間（長さ
）が所定の範囲内の長さであるといった条件を満たす場合、サッカーのコーナキックのシ
ーンである」、といったモデルが与えられている場合には、かかる条件１），２）を満た
すか否かを特定できる情報、即ち、処理の対象として注目すべき「Long」ショット（以下
、注目「Long」ショットと称する）前の非「Long」ショット数、および、非Longショット
のトータル期間（長さ）といった情報を、Layer1特徴量として採用することができる。
【０２３５】
　Layer3特徴量生成部３０４は、上述したように、フレーム内のオブジェクト特徴や、フ
レームタイプといった情報を、Layer3特徴量として生成し、Layer2特徴量生成部３０５に
提供する。
【０２３６】
　Layer2特徴量生成部３０５は、Layer2でのハイライト抽出を行うための特徴量（以下、
Layer2特徴量と称する）を生成し、ハイライト抽出部３０６に提供する。
【０２３７】
　なお、Layer2特徴量は、モデル保持部３０２に保持されているLayer2の統計的モデルの
形態に応じて、様々な特徴量を採用することができる。
【０２３８】
　具体的には例えば、Layer2の統計的モデルとしてフレームタイプの時間推移の順番や、
後述する図４４のような状態遷移図等が与えられている場合には、図１０に示されるよう
なフレームタイプの時間推移を、Layer2特徴量として採用することができる。
【０２３９】
　また例えば、Layer2の統計的モデルとして、「１）数フレームに渡ってゴールボックス
が観測される、２）ゴールボックスの前には中央線が観測されない、３）ゴールボックス
は画面の両側から中央に動くようにフレームが推移していく、および、４）ショットの初
めにコーナが観測されないといった条件を満たす場合、サッカーのコーナキックのシーン
を形成する1ショットである」といったモデルが与えられている場合には、かかる１）至
４）のそれぞれを満たすか否かを特定できる情報を、Layer2特徴量として採用することが
できる。
【０２４０】
　ハイライト抽出部３０６は、モデル保持部３０２に保持されているLayer1についての統
計的モデルと、Layer1生成部３０３からのLayer1特徴量とを比較し、また、モデル保持部
３０２に保持されているLayer2についての統計的モデルと、Layer2生成部３０５からのLa
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yer2特徴量とを比較し、それらの比較を総合的に判断することによって、ハイライトを抽
出する。
【０２４１】
　図３９は、かかる図３８の機能的構成を有するハイライト検出部１５の処理の一例、即
ち、図２のステップＳ５のハイライト検出処理の詳細例を示すフローチャートである。
【０２４２】
　ただし、図３９の例では、モデル保持部３０２に保持されているLayer1とLayer2とのそ
れぞれの統計的モデルとして、「第1の条件を満たす場合、ハイライトである」、および
、「第２の条件を満たす場合、ハイライトである」といった内容のモデルが採用されてい
るとする。
【０２４３】
　具体的には例えばサッカーのコーナキックがハイライトとして抽出される場合には、上
述したように、１）「Long」ショット前の非「Long」ショット数が所定の範囲内の個数存
在する、２）非「Long」ショットのトータル期間（長さ）が所定の範囲内の長さであると
いった条件を、第１の条件として採用できる。
【０２４４】
　また例えば上述したように、１）数フレームに渡ってゴールボックスが観測される、２
）ゴールボックスの前には中央線が観測されない、３）ゴールボックスは画面の両側から
中央に動くようにフレームが推移していく、４）ショットの初めにコーナが観測されない
といった条件を、第２の条件として採用できる。
【０２４５】
　このような場合、ステップＳ７１において、Layer1特徴量生成部３０３は、動画コンテ
ンツについてのLayer1特徴量を生成する。
【０２４６】
　ステップＳ７２において、Layer3特徴量生成部３０４は、動画コンテンツ中のショット
毎に、ショット中の各フレームについてのLayer3特徴量を生成する。
【０２４７】
　ステップＳ７３において、Layer2特徴量生成部３０５は、動画コンテンツ中のショット
毎に、Layer2特徴量を生成する。
【０２４８】
　なお、図３９の例では便宜上、ステップＳ７２およびＳ７３の処理は、ステップＳ７１
の処理の後に実行されているが、その処理の順番は特に限定されない。図３８の例から明
らかなように、Layer1特徴量生成部３０３によるステップＳ７１の処理と、Layer3特徴量
生成部３０４によるステップＳ７２の処理およびLayer2特徴量生成部３０５によるステッ
プＳ７３の処理とは、それぞれ独立して並列的に実行されるからである。
【０２４９】
　ステップＳ７４において、ハイライト抽出部３０６は、動画コンテンツの所定のショッ
トを注目ショットに決定する。
【０２５０】
　ステップＳ７５において、ハイライト抽出部３０６は、注目ショットについて、Layer1
特徴量が第１の条件を満たすか否かを判定する。
【０２５１】
　ステップＳ７５において、注目ショットについて、Layer1特徴量が第１の条件を満たす
と判定した場合、ハイライト抽出部３０６は、ステップＳ７８において、注目ショットは
ハイライトの少なくとも一部であると認定する。その後、処理はステップＳ７９に進む。
ただし、ステップＳ７９以降の処理については後述する。
【０２５２】
　これに対して、ステップＳ７５において、注目ショットについて、Layer1特徴量が第１
の条件を満たしていないと判定した場合、ハイライト抽出部３０６は、ステップＳ７６に
おいて、注目ショットについて、Layer2特徴量が第２の条件を満たすか否かを判定する。
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【０２５３】
　ステップＳ７６において、注目ショットについて、Layer2特徴量が第２の条件を満たす
と判定した場合、ハイライト抽出部３０６は、ステップＳ７８において、注目ショットは
ハイライトの少なくとも一部であると認定する。その後、処理はステップＳ７９に進む。
ただし、ステップＳ７９以降の処理については後述する。
【０２５４】
　これに対して、ステップＳ７６において、注目ショットについて、Layer2特徴量が第２
の条件を満たしていないと判定した場合、ハイライト抽出部３０６は、ステップＳ７７に
おいて、注目ショットはハイライトではないと認定する。その後、処理はステップＳ７９
に進む。
【０２５５】
　以上まとめると、ステップＳ７７またはＳ７８の処理が終了すると、即ち、注目ショッ
トがハイライトであるか否かの認定が終了すると、処理はステップＳ７９に進む。
【０２５６】
　ステップＳ７９において、ハイライト抽出部３０６は、注目ショットは、最後のショッ
トであるか否かを判定する。
【０２５７】
　ステップＳ７９において、注目ショットは最後のショットではないと判定されると、処
理はステップＳ７４に戻されて、それ以降の処理が繰り返される。
【０２５８】
　即ち、動画コンテンツを構成する各ショットの幾つかについて適宜、上述したステップ
Ｓ７４乃至Ｓ７９のループ処理が繰り返されて、ハイライトであるか否かの認定が行われ
ていく。そして、最後のショットまでの認定処理が行われると、ステップＳ７９の処理で
ＹＥＳであると判定されて、処理はステップＳ８０に進む。
【０２５９】
　ステップＳ８０において、ハイライト抽出部３０６は、上述した認定結果に基づいてハ
イライトを抽出する。
【０２６０】
　このように、図３９の例では、Layer1特徴量が第１の条件を満たした場合、または、La
yer2特徴量が第２の条件を満たした場合に、ハイライトであると認定される。即ち、ハイ
ライトの認定条件として、図３９の例ではいわゆるOR条件が採用されている。ただし、図
３９の例はあくまでも例示であり、その他の認定条件、例えばいわゆるAND条件、即ち、L
ayer1特徴量が第１の条件を満たし、かつ、Layer2特徴量が第２の条件を満たした場合に
、ハイライトであると認定するという条件を採用してもよい。
【０２６１】
　以上、図３８と図３９を参照して、統計的モデルがモデル保持部３０２に保持されてい
ることを前提として、新たな動画コンテンツからハイライトを検出するハイライト検出処
理について主に説明した。
【０２６２】
　次に、図４０乃至図４４を参照して、かかる統計的モデルの生成／更新処理に着目して
説明していく。
【０２６３】
　かかる統計的モデルの生成／更新処理は、図３８のハイライト検出部１５のうちの学習
部３０１によってなされる。図４０は、かかる学習部３０１の詳細な構成例を示している
。
【０２６４】
　図４０の例では、学習部３０１は、注目領域抽出部３５１乃至ハイライト学習部３５８
を含むように構成されている。
【０２６５】
　注目領域抽出部３５１乃至ショット分類部３５４のそれぞれは、図１の注目領域抽出部
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１１乃至ショット分類部１４のそれぞれと基本的に同様の構成と機能を有している。また
、Layer1特徴量生成部３５５乃至Layer2特徴量生成部３５７のそれぞれは、図１のハイラ
イト検出部１５のうちの図３８のLayer1特徴量生成部３０３乃至Layer2特徴量生成部３０
５のそれぞれと基本的に同様の構成と機能を有している。
【０２６６】
　即ち、学習部３０１には、ハイライトとすべきシーン、例えばサッカーのコーナキック
のシーンの様々な映像がそれぞれ学習用映像として、学習部３０１の注目領域抽出部３５
１に入力される。すると、注目領域抽出部３５１乃至Layer2特徴量生成部３５７のそれぞ
れは、上述した一連の処理を実行する。その結果として、学習用映像についてのLayer1特
徴量とLayer2特徴量とがハイライト学習部３５８に入力される。
【０２６７】
　そこで、ハイライト学習部３５８は、様々な学習用映像についての各Layer1特徴量を学
習することで、Layer1についての統計的モデルを生成／更新し、モデル保持部３０２に保
持させる。
【０２６８】
　具体的には例えば、ハイライト学習部３５８は、各ショット間のショットタイプの関連
性ルールを解析して、態遷移確率モデル、例えば図４１に示されるようなHMM(Hidden Mar
kov Model)を求め、それをLayer1についての統計的モデルとしてモデル保持部３０２に保
持させることができる。なお、図４１において、S1k（Kは１乃至４のうちの何れかの整数
値）は、HMMの各状態を示し、それぞれ所定の１つのショットタイプ、即ち、本実施の形
態では図３０の「Long」，「Medium」，「Close-up」，「Out」のうちの何れかに対応す
る。即ち、各状態の遷移（ショットタイプ遷移）の確率やその状態（対応するショットタ
イプ）の発生の確率が、上述した様々な学習用映像についての各Layer1特徴量を学習する
ことで得られることになる。
【０２６９】
　同様に、ハイライト学習部３５８は、様々な学習用映像についての各Layer2特徴量を学
習することで、Layer2についての統計的モデルを生成／更新し、モデル保持部３０２に保
持させる。
【０２７０】
　この場合のLayer2についての統計的モデルとしてもHMMを採用することができ、また、
かかるHMMの各状態に対応するものとして、フレームタイプを採用することができる。い
かなるフレームタイプを採用するのかについては、特に限定されず、ハイライトとすべき
シーンに応じて設計者等が自由な思想で決定できる。
【０２７１】
　例えば、上述したサッカーのコーナキックがハイライトとして抽出される場合には、図
４２に示されるような７つのフレームタイプ、即ち、「Middle」，「Goal Box」, 「Uppe
r Corner」,「Lower Corner」,「Unknown」,「Upper Goal」,「Lower Goal」を採用する
と好適である。
【０２７２】
　「Middle」とは、中央白線３７１を含むフレームタイプをいう。「Goal Box」とは、ゴ
ールゲート３７２を含み、かつ、コーナ位置３７３を含まないフレームタイプをいう。「
Upper Corner」とは、ゴールゲート３７２を含まず、かつ、コーナ位置３７３が上方領域
に存在するフレームタイプをいう。「Lower Corner」とは、ゴールゲート３７２を含まず
、かつ、コーナ位置３７３が下方領域に存在するフレームタイプをいう。「Unknown」と
は、中央白線３７１、ゴールゲート３７２、および、コーナ位置３７３を何れも含まない
フレームタイプをいう。「Upper Goal」とは、ゴールゲート３７２を含み、かつ、コーナ
位置３７３が上方領域に存在するフレームタイプをいう。「Lower Goal」とは、ゴールゲ
ート３７２を含み、かつ、コーナ位置３７３が下方領域に存在するフレームタイプをいう
。
【０２７３】
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　このような７つのフレームタイプは、図４０のLayer3特徴量生成部３５６によりフレー
ム毎に決定される。
【０２７４】
　具体的には例えば、オブジェクト特徴抽出部３５２は、学習用映像を構成する各フレー
ムのそれぞれから、中央白線３７１、ゴールゲート３７２、およびコーナ位置３７３をオ
ブジェクト特徴としてそれぞれ抽出することを試みる。「試みる」と記述したのは、フレ
ームによっては、抽出されないこともあるからである。例えば「Upper Corner」と分類さ
れるフレームからは、ゴールゲート３７２は抽出されないからである。
【０２７５】
　Layer3特徴量生成部３５６は、学習用映像を構成する各フレームのそれぞれについて、
オブジェクト特徴抽出部３５２の抽出結果に基づいて、７つのフレームタイプのうちの何
れかにそれぞれ分類し、それらの分類結果をLayer3特徴量としてLayer2特徴量生成部３５
７に通知する。
【０２７６】
　なお、Layer3特徴量生成部３０４は、各フレームのフレームタイプの検出する認識器、
例えば、SVM(Support Vector Machine）などの分類学習や、ニューラルネットワーク等を
用いた認識器として構成することができる。この場合、認識器のパラメータは、それぞれ
の画像サンプルを用いる統計的な学習によって求めることができる。
【０２７７】
　Layer2特徴量生成部３５７は、サッカーのコーナキックのシーンの少なくとも一部を形
成するショット内の各フレームのフレームタイプの時間推移を、Layer2特徴量として生成
し、ハイライト学習部３５８に提供する。
【０２７８】
　ハイライト学習部３５８は、例えば図４３に示されるようなHMMを求め、それをLayer2
についての統計的モデルとしてモデル保持部３０２に保持させることができる。なお、図
４３において、S2m（mは１乃至８のうちの何れかの整数値）は、HMMの各状態を示し、そ
れぞれ所定の１つのフレームタイプ、即ち、本実施の形態では図４２に示される「Middle
」，「Goal Box」, 「Upper Corner」,「Lower Corner」,「Unknown」,「Upper Goal」,
「Lower Goal」のうちの何れかに対応する。即ち、各状態の遷移（フレームタイプ遷移）
の確率やその状態（対応するフレームタイプ）の発生の確率は、上述した様々な学習用映
像についての各Layer2特徴量を学習することで得られることになる。
【０２７９】
　具体的には例えば、ハイライト学習部３５８の学習の結果として、図４４に示されるよ
うな状態遷移図が得られた場合には、かかる状態遷移図をLayer2についての統計的モデル
としてモデル保持部３０２に保持させることができる。
【０２８０】
　以上、図３７乃至図４４を参照して、図１の画像処理装置のうちのハイライト検出部１
５の詳細例について説明する。このようなハイライト検出部１５を採用することで、ショ
ットタイプ間の関連性やフレーム間の関連性のルール解析に基づいて設計されたハイライ
ト検出手法が実現でき、その結果、動画コンテンツ内の様々なシーンをハイライトとして
抽出することが容易に可能となる。
【０２８１】
　ところで、上述した一連の処理は、ハードウエアにより実行させることもできるし、ソ
フトウエアにより実行させることもできる。一連の処理をソフトウエアにより実行させる
場合には、そのソフトウエアを構成するプログラムが、専用のハードウエアに組み込まれ
ているコンピュータ、または、各種のプログラムをインストールすることで、各種の機能
を実行することが可能な、例えば汎用のパーソナルコンピュータなどに、プログラム記録
媒体からインストールされる。
【０２８２】
　図４５は、上述した一連の処理をプログラムにより実行するパーソナルコンピュータの
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構成の例を示すブロック図である。即ち、図１の画像処理装置の全部または一部分、例え
ば幾つかの機能ブロックを、図４５のように構成することもできる。
【０２８３】
　図４５において、CPU（Central Processing Unit）４０１は、ROM（Read Only Memory
）４０２、または記憶部４０８に記憶されているプログラムに従って各種の処理を実行す
る。RAM（Random Access Memory）４０３には、CPU４０１が実行するプログラムやデータ
などが適宜記憶される。これらのCPU４０１、ROM４０２、およびRAM４０３は、バス４０
４により相互に接続されている。
【０２８４】
　CPU４０１にはまた、バス４０４を介して入出力インタフェース４０５が接続されてい
る。入出力インタフェース４０５には、キーボード、マウス、マイクロホンなどよりなる
入力部４０６、ディスプレイ、スピーカなどよりなる出力部４０７が接続されている。CP
U４０１は、入力部４０６から入力される指令に対応して各種の処理を実行する。そして
、CPU４０１は、処理の結果を出力部４０７に出力する。
【０２８５】
　入出力インタフェース４０５に接続されている記憶部４０８は、例えばハードディスク
からなり、CPU４０１が実行するプログラムや各種のデータを記憶する。通信部４０９は
、インターネットやローカルエリアネットワークなどのネットワークを介して外部の装置
と通信する。
【０２８６】
　また、通信部４０９を介してプログラムを取得し、記憶部４０８に記憶してもよい。
【０２８７】
　入出力インタフェース４０５に接続されているドライブ４１０は、磁気ディスク、光デ
ィスク、光磁気ディスク、或いは半導体メモリなどのリムーバブルメディア４１１が装着
されたとき、それらを駆動し、そこに記録されているプログラムやデータなどを取得する
。取得されたプログラムやデータは、必要に応じて記憶部４０８に転送され、記憶される
。
【０２８８】
　コンピュータにインストールされ、コンピュータによって実行可能な状態とされるプロ
グラムを格納するプログラム記録媒体は、図４５に示されるように、磁気ディスク（フレ
キシブルディスクを含む）、光ディスク（CD-ROM(Compact Disc-Read Only Memory),DVD(
Digital Versatile Disc)を含む）、光磁気ディスク、もしくは半導体メモリなどよりな
るパッケージメディアであるリムーバブルメディア４１１、または、プログラムが一時的
もしくは永続的に格納されるROM４０２や、記憶部４０８を構成するハードディスクなど
により構成される。プログラム記録媒体へのプログラムの格納は、必要に応じてルータ、
モデムなどのインタフェースである通信部４０９を介して、ローカルエリアネットワーク
、インターネット、デジタル衛星放送といった、有線または無線の通信媒体を利用して行
われる。
【０２８９】
　なお、本明細書において、プログラム記録媒体に格納されるプログラムを記述するステ
ップは、記載された順序に沿って時系列的に行われる処理はもちろん、必ずしも時系列的
に処理されなくとも、並列的あるいは個別に実行される処理をも含むものである。
【０２９０】
　また、本明細書において、システムとは、複数の装置または回路により構成される装置
または回路全体を表すものである。
【図面の簡単な説明】
【０２９１】
【図１】本発明が適用される画像処理装置の機能的構成例を示す機能ブロック図である。
【図２】図１の画像処理装置が実行する画像処理の具体例である。
【図３】図２のステップＳ１の処理結果の例を示す図である。
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【図４】図２のステップ２の処理結果の例を示す図である。
【図５】図２のステップ２の処理結果の例を示す図である。
【図６】図２のステップ２の処理結果の例を示す図である。
【図７】図２のステップ２の処理結果の例を示す図である。
【図８】図２のステップ３の処理結果の例を示す図である。
【図９】図２のステップ４の処理結果の例を示す図である。
【図１０】図２のステップ５の処理内容の例を説明する図である。
【図１１】図２のステップ５の処理内容の例を説明する図である。
【図１２】図１の注目領域抽出部の機能的構成の詳細例を示す機能ブロック図である。
【図１３】図１２のHSVヒストグラムモデル保持部に保持されるHSVヒストグラムモデルを
説明する図である。
【図１４】図１２のHSVヒストグラムモデル保持部に保持されるHSVヒストグラムモデルを
説明する図である。
【図１５】図１２の注目領域抽出部の処理結果の具体例を示す図である。
【図１６】図１２の注目領域抽出部の処理結果の具体例を示す図である。
【図１７】図１のオブジェクト特徴抽出部により抽出されるオブジェクト特徴とその抽出
手法の一例を説明する図である。
【図１８】図１のオブジェクト特徴抽出部により抽出されるオブジェクト特徴とその抽出
手法の一例を説明する図である。
【図１９】図１のオブジェクト特徴抽出部により抽出されるオブジェクト特徴とその抽出
手法の一例を説明する図である。
【図２０】図１のオブジェクト特徴抽出部により抽出されるオブジェクト特徴とその抽出
手法の一例を説明する図である。
【図２１】図１のオブジェクト特徴抽出部により抽出されるオブジェクト特徴とその抽出
手法の一例を説明する図である。
【図２２】図１のオブジェクト特徴抽出部により抽出されるオブジェクト特徴とその抽出
手法の一例を説明する図である。
【図２３】図１のオブジェクト特徴抽出部により抽出されるオブジェクト特徴とその抽出
手法の一例を説明する図である。
【図２４】図１のオブジェクト特徴抽出部により抽出されるオブジェクト特徴とその抽出
手法の一例を説明する図である。
【図２５】図１のオブジェクト特徴抽出部により抽出されるオブジェクト特徴とその抽出
手法の一例を説明する図である。
【図２６】図１のオブジェクト特徴抽出部により抽出されるオブジェクト特徴とその抽出
手法の一例を説明する図である。
【図２７】図１のオブジェクト特徴抽出部により抽出されるオブジェクト特徴とその抽出
手法の一例を説明する図である。
【図２８】図１のショットカット検出部によるショットカット検出の一手法を説明する図
である。
【図２９】図１のショットカット検出部が実行する処理、即ち、図２のステップＳ３のシ
ョットカット検出処理の詳細例を説明するフローチャートである。
【図３０】図１のショット分類部により分類されるショットの種類、即ち、ショットタイ
プの一例を説明する図である。
【図３１】図３０の例のショットタイプが採用された場合の図２のステップＳ４のショッ
ト分類処理の詳細例を説明するフローチャートである。
【図３２】図３１のショット分類処理で利用される情報の一例を説明する図である。
【図３３】図３１のショット分類処理で利用される情報の一例を説明する図である。
【図３４】図３１のショット分類処理で利用される情報の一例を説明する図である。
【図３５】図３１のショット分類処理で利用される情報の一例を説明する図である。
【図３６】図３１のショット分類処理で利用される情報の一例を説明する図である。
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【図３７】図１のハイライト検出部によるハイライト抽出の基本概念を説明する図である
。
【図３８】図１のハイライト検出部の機能的構成の詳細例を示す機能ブロック図である。
【図３９】図３８のハイライト検出部が実行する処理、即ち、図２のステップＳ５のハイ
ライト検出処理の詳細例を説明するフローチャートである。
【図４０】図３８の学習部の機能的構成の詳細例を示す機能ブロック図である。
【図４１】図４０の学習部による学習や、その学習の結果得られるモデルを説明する図で
ある。
【図４２】図４０の学習部による学習や、その学習の結果得られるモデルを説明する図で
ある。
【図４３】図４０の学習部による学習や、その学習の結果得られるモデルを説明する図で
ある。
【図４４】図４０の学習部による学習や、その学習の結果得られるモデルを説明する図で
ある。
【図４５】本発明が適用される画像処理装置としてのパーソナルコンピュータの構成例を
示すブロック図である。
【符号の説明】
【０２９２】
　１１　注目領域抽出部，　１２　オブジェクト特徴抽出部，　１３　ショットカット検
出部，　１４　ショット分類部，　１５　ハイライト検出部，　５１　HSVヒストグラム
モデル保持部，　５２　ダウンサンプリング部，　５３　HSV成分ピーク検出部，　５４
　注目領域範囲決定部，　５５　注目領域検出部，　５６　ポストプロセシング部，　３
０１　学習部，　３０２　モデル保持部，　３０３　Layer1特徴量生成部，　３０４　La
yer3特徴量生成部，　３０５　Layer2特徴量生成部，　３０６　ハイライト抽出部，　３
５１　注目領域抽出部，　３５２　オブジェクト特徴抽出部，　３５３　ショットカット
検出部，　３５４　ショット分類部，　３５５　Layer1特徴量生成部，　３５６　Layer3
特徴量生成部，　３５７　Layer2特徴量生成部，　３５８　ハイライト学習部，　４０１
　CPU，　４０２　ROM，　４０８　記憶部，　４１１　リムーバブルメディア
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