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はじめに 
背景 

 スマートフォン，タブレット端末等のモバイル端末の普及 

動画コンテンツ(動画)サービス利用が加速 

要求 

 コンテンツ流通の促進 

著作権保護，コンテンツ不正利用防止技術の要求 

利用者のコンテンツ検索ニーズ 

 CCN(Content Centric Network)によるコンテンツ配信時のコ
ンテンツ探索処理への対応(IP通信からCCN通信へ) 
→キャッシュ配信に伴い頻繁なコンテンツ探索処理が発生 

→映像コンテンツ検索・特定手法の高速化・高精度化が必須 
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手法 
映像コンテンツ検索手法 

特徴量として次の情報が挙げられる． 

空間情報: 色，ヒストグラム，形状など 

時間情報: 空間情報の時間変動情報 

 

提案手法 

映像コンテンツ検索手法の高速化 
→符号化データを利用するため，復号時の処理を考慮 

→動き情報を特徴情報とした検索手法を提案 
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一般的な映像コンテンツ検索手法 
映像・静止画両方に対応 
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従来技術とその問題点(1) 
時間特徴量の利用 

時間特徴量解析に膨大な処理量を要する． 

一般的に，エンコード処理での動き予測処理(ブロックマッチ
ング処理:BMM)は約1/3程度を占める． 
↓ 

一旦復号して動き情報を利用すると処理遅延が無視できな
い． 

映像コンテンツの様々な解像度への対応に課題を有する． 
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従来技術とその問題点(2) 
空間特徴量の利用 

空間情報利用した際も，同様に復号後に特徴量計算処理
が必要であり，高速化に課題．ただし，精度の関係で，動き
情報との組み合わせには効果があるが，前述の問題を有
する． 

映像コンテンツの様々な解像度への対応に課題を有する． 

 

 

以上より，高速化を実現するにはデータ特性の考慮が
必須 
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問題点の整理 
リアルタイム処理への対応(復号時の処理対応) 

特定性能を維持ししつつ，超高速化を実現する技術
が必要 

映像コンテンツ特定・検索条件に合わせた高速化処
理が必要 

着目点 

復号処理への対応 

 符号化情報の復号情報に着目し，直接動き情報(動きベク
トル)を利活用→動きベクトルを抽出利用 

特定精度を確保→DBと連携，インデキシングへの応用 

異なる解像度への対応 
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提案手法の概要 
画像特徴情報として，動きベクトルを利用 
⇔精度補足として，空間特徴量利用との併用も可 

提案方式は大きく二つから成る 

1. 映像コンテンツ検索システム 

代表量子化ヒストグラムの利用 

動き情報ヒストグラムによる動領域抽出情報の利用 

動き量・動き方向情報の利用 

2. 特徴量をインデキシング情報とした映像コンテンツ特
定処理 

動き，空間情報の簡易特徴量のインデキシング 

異なる解像度への対応 
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１．映像コンテンツ検索システム 
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動きベクトルの例 
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動きベクトルによる検索手法 
例 

代表量子化ヒストグラムの利用 

動き量・動き方向情報の利用 

動き情報抽出法による特徴情報の利用 

 

動き情報抽出法について 
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動きベクトルとヒストグラム 
動きベクトルの例 

 

 

 

 

ヒストグラム 
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動き情報抽出法の概念 
ヒストグラム解析によるベクトル分類 

領域01, 02のヒストグラムにおける関係 

注視オブジェクトは類似ベクトルの可能性が高く，頻度の集
中性質に着目 

特徴ベクトル抽出方法として，横軸の閾値，ピークからの距
離を利用 

p1p2
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頻度と対応領域との関係
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領域タイプの分類 

ベクトル分類からの
領域変換 
オブジェクトが複数の

場合 

オブジェクトと背景領域
の場合 

 

画面の位置と動き量
により，領域タイプを
分類 
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動領域抽出法の処理例 
 Step 1) 
ヒストグラム内の極大値に着目し，最大値から順番に
閾値(Tha) 以上を特徴量として利用 
Rn: n 番目に大きい領域Anの面積(Rn ≧ Tha) 

 Step 2) 
極大値に対応した動き領域An を抽出し，Step1) の処
理ごとに領域番号を順に割り当て 

 Step 3) 
領域An の平均座標を計算 

 Step 4) 
特徴量として，領域数，領域面積，代表ベクトルを利
用 

マッチング判定 
各特徴量の比較により判定（領域パラメタは等号条件，
代表ベクトルは閾値を利用） 
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動領域抽出法の処理例(2) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

→カメラ動き，オブジェクトの動き解析に利用 
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新技術の特徴 
従来技術で課題であった，検索処理量を飛躍的に低
減できる方法を提案 

これまで，リアルタイム処理への対応が困難であった
が，本技術の適用により，リアルタイム対応が可能 
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２．特徴量をインデキシング情報とした 
映像コンテンツ特定処理 

映像コンテンツ検索の応用 

インデキシングによる映像コンテンツ探索 

応用例 

映像コンテンツ管理・映像コンテンツ配信 

映像コンテンツの不正利用防止 

ビックデータ利活用（管理，検索，セキュリティなど） 

提案技術 

映像特定機能と品質管理を実現するID生成方法を
提案 
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特定処理の概要 
 利用者が受け取った符号化動画に対して代表識別情報(インデキ

シング情報:ID)を生成し，予め登録されているID情報と照合するこ
とにより，映像コンテンツ特定を実現 

 ID情報として，映像コンテンツ検索で利用する特徴情報
を利用 

空間情報に加えて，時間情報を利用することで，コンテン
ツの内部情報を特徴情報としたID表現を実現 
ただし，IDとしても，内部付随情報としてもどちらでもよい
とする． 
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映像コンテンツ管理に対応したID生成方法 
 ID構成例 

 

 

代表値でID情報を基本構成し，情報衝突が発生した
場合，追加番号で表現する 

付随情報として，詳細な特徴量テーブルを利用 

付随動き情報により，映像コンテンツ特定可能 

例：特徴情報として空間と時間情報に着目 

空間情報として各信号(輝度，色差)平均値 

時間情報として順方向動きベクトルの角度とノルムの平均
値を利用 
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映像コンテンツ配信システムへの応用例 
 

 

 

 

 

 

 

 

特徴情報をある代表情報としてID表現とすることで，品
質情報を含んだコンテンツ管理とデータ検証を組み合わ
せた情報管理を実現⇔コンテンツチェック 
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新技術の特徴 
前述の映像コンテンツ検索処理の向上に加えて次の特
徴がある 

映像コンテンツの複数解像度に対応 

空間情報検索では，解像度横断検索が可能 

動き情報検索では，一定の動きを有するコンテンツに
ついては同様に横断検索が可能 

類似特徴量を有する映像コンテンツ管理が容易 

 ID情報と映像コンテンツ情報特徴とが一致するため，
不正利用対策に利用可能 
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想定される用途 
動き抽出や動き検索など，映像コンテンツ検索アプリ
ケーションの要素技術として利活用できる 

システム適用例 

映像コンテンツ検索・特定システム 

映像コンテンツ管理システム 

映像コンテンツ配信システム 

映像コンテンツ不正利用防止システム 

上記を含めた，ビックデータ管理・検索システム 
など 
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応用例 
動画コンテンツ検索システム 

 

 

 

 

参考情報 
 児玉 明, 虞 植之:"符号化動きベクトルを利用した動画コンテンツ特定手法の提案", 

画電研報, 264-5, pp.1-6 (2013.2).  

 児玉 明:"動きベクトルヒストグラムによる動領域情報を利用した動画コンテンツ特定
手法", 画電学誌, 42, 5, pp.625-632 (2013.9).  

 児玉 明:"動きベクトルを利用した動画コンテンツとその応用", 画像電子学会研究会
予稿, 13-02-5, pp.27-34 (2013.10).  

 

BMを利用した従来法と比較して，
約30倍以上の高速化を実現 
(抽出動きベクトル全てを利用す
る従来法) 
非復号処理対応で，利用する場
合の１００倍以上の高速化を実
現 
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実用化に向けた課題 
現在，動きヒストグラムから動領域推定し，動領域抽
出処理・検索システムの開発を行った． 

提案インデキシング手法によるコンテンツ特定の開
発・検証を行った． 

実用化に向けて， 

様々な映像コンテンツによる精度評価実験 

大規模DBによる速度評価実験 

各種パラメータ設定の検討 

などの課題がある 
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企業への期待 
映像コンテンツ検索に関連するアプリケーション開発
／本画像処理のハードウェア化に興味ある企業との
共同研究に期待 

映像コンテンツ管理，映像コンテンツ配信システムな
ど要素技術からシステム構築に興味がある企業との
共同研究を要望 
⇔今後，コンテンツ検索技術は，単独の検索手法だ
けでなく，将来の様々なネットワーク環境，コンテンツ
利用環境において，映像処理技術と相互連携したシ
ステム構築が重要 

 



27 

本技術に関する知的財産権 
 発明の名称 ：映像動き評価方法および映像動き

評価装置 

 出願番号 ：特願2012-250154 (2012.11) 

 出願人  ：国立大学法人広島大学 

 発明者  ：児玉 明 

 その他: 
平成23年度 独立行政法人科学技術振興機構 知
財活用推進ハイウェイ「大学特許価値向上支援」. 
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関連事業 
知財活用促進ハイウェイ「大学特許価値向上支援」 
「情報端末、情報提供システムにおける画像コンテン
ツ高機能化の検証」 平成２３年度  

研究成果最適展開支援プログラム（A-STEP）探索タ
イプ 「VFP-CID映像コンテンツ透過番号管理システ
ムの開発」 平成24-25年度 

産学連携実績 

総務省，広島県などで産学連携研究開発を実施 

国際標準動画符号化MPEG-2,4などへ貢献 
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お問い合わせ先 
広島大学 産学・地域連携センター 国際・産学連携部門  

  特命教授 産学官連携コーディネーター 榧木 高男 

  TEL: 082-424-4306  

  E-mail： kayaki@hiroshima-u.ac.jp 

 

広島大学 大学院総合科学研究科/ 

  情報メディア教育研究センター 准教授  児玉 明 

  TEL: 082-424-６５４２  

  E-mail： mei@hiroshima-u.ac.jp 
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