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動き特徴に基づく映像の縮約表現手法の提案
秋元孝夫†1,a) 村上和人†1,b)
イラストや漫画では，静止画でありながら物体の動きを視覚的に表現している．本稿ではこれにヒントを得て，物体
の動作を抽出し，それらを一部のフレームに漫画的に付加することで，映像のダイジェストを生成する手法を提案す
る．提案手法では物体の特徴的な動作の推定に SIFT 特徴を用い，移動，回転，スケーリングの各要素を抽出した．
そして，それらを矢印で表現してキーフレームに付加し，映像の縮約表現を行った．表現に制限はあるもの，主観評
価実験により大局的な動きは表現できていることを確認した．

このような漫画的動作表現を，キーフレーム[6]に描画す

1. はじめに

ることによって，キーフレーム間の動きと等価な情報を表

個人の動画撮影はもとより，インターネット上では映像

現し，情報の付加時に要約を行うことができる[7]．

情報の大量化が進行している．ユーザは多くの映像を視聴

提案手法の基本アイデアは以下の通りである．まず，動

することができるものの，情報が膨大になると必要なもの

き特徴を平行移動，回転，スケーリングの 3 つに分けて抽

を探し出すために要する労力も大きくなる．特に映像の場

出する．このとき， SIFT 特徴点の時間的対応を用いて動

合，内容を理解するためには目を通す必要があるため，多

き特徴の推定とそのパラメータを取得する．次に，これら

くの時間を要する．そこで要求されているのが，映像の自

のパラメータを用いて，平行移動，回転，スケーリングの

動要約である [1]．映像をわかりやすく提示するためには，

各々に対応した漫画的表現をキーフレームに付加的に描画

時間・空間に関する解析と再構成が必要となる [2]．

することによって映像を要約する．処理の流れを図 2 に示

映像要約の代表的な方法の一つにキーフレームによる
表現がある．報告されている多くの研究はシーンチェンジ
の最初のフレーム抽出を主眼としたものが多く [3][4]，除外

す．
以下，3 章で具体的なパラメータの抽出法について述べ
る．

されたフレームの情報が欠落してしまう．
そこで本研究では，動画から移動物体を抽出し，それを
漫画的に表現･付加することによって，キーフレーム間の動
きの情報を保持し，かつコンパクトに表現することを試み
た．
以下，2 章で提案手法，3 章で移動物体の動き抽出，4 章
で縮約表現，5 章で実験について述べる．

2. 漫画的動作表現と提案手法
ボールが動く様子を表現した一例を図 1 に示す．もし，
これらから物体の軌跡や拡大，回転を表す描画を取り除く
と，ただの停止しているボールにしか見えないだろう．逆
に，止まった絵に対して動きの情報（漫画では「動線」と

図2

いう[5]）を与えることにより，その場面の動きを説明でき，
映像要約につながるものと期待できる．

提案手法の流れ

3. 動きの抽出
図 2 に示した動きの抽出では，動き特徴を平行移動，回
転，スケーリングの 3 つに分けて抽出する．まず，移動物
体の領域を抽出し，領域内の画素の時間的な変化から動き
のパターンを識別する．その後，動きの種類に合わせてパ
ラメータを抽出する．
3.1 移動物体の抽出

図1

動線の付加による動き表現の一例

物体の領域には，物体抽出の代表的な手法の一つである
背景差分法を動画の各フレームに対して適用する．背景画
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像にはフレーム間の差分の少ない領域の平均を使用した．
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3.2 動きの抽出

に

移動物体の動作の抽出には，回転とスケーリングに頑強

個の参照点

が与えられているとき， 次

を次のように定義する．

ベジェ曲線

な SIFT を用いる[8]．
以下，時刻 における物体領域の重心を
徴点
点

を

， 番目の特

とする．また，重心

へのベクトルを

から特徴
ここで， は媒介変数で，

と定義する．

は Bernstein 関数と呼ばれ，次のように定義する．

た，

3.2.1 平行移動の抽出
物体の平行移動成分

の間で値をとる．ま

は，すべての点が重心と同じよ

うに移動すると仮定し，

急激な方向転換について表現するために，

と

のな

す角が 60 度以上になったときをベジエ曲線のはじめと最
後の制御点とし，その間の

のように定義する．

点とする．

3.2.2 回転の抽出
回転成分

から求まる点を残りの制御

速さを表現するために から
は，重心を中心とした各特徴点の推移の角

度の中央値とする．

表現するために変化量が から

各特徴点

の推移の角度は，

までの

の変化量の平

均値に合わせて矢印の太さを変化させる．また，加減速を
までの平均値に対して小

さい部分は線に間隔をあける． から

までの移動距離が

物体の面積より求めた一定の値よりも小さい場合，描画を
しない。
と定義する．
3.2.3 スケーリングの抽出
スケーリング成分

は，各特徴点の重心からの変化の

スケール比の中央値とする．
各特徴点

の変化のスケール比は，
図3

平行移動の表現の一例

図4

平行移動の描画の一例

と定義する．

4. 動きの縮約表現
3 章で求めた動きのパラメータを，矢印で描画すること
によって，キーフレーム間の動きの縮約表現を行う．平行
移動は重心の軌跡を，回転は重心を中心とした角度を，ス
ケーリングは重心からの変化のスケール比を描画する．
前のキーフレームの時刻を , 描画するキーフレームの
時刻を

とする．動きはそれぞれ動作後の物体の周辺に描
4.2 回転の表現

画する．

から
4.1 平行移動の表現
時刻 から

までの回転パラメータ

を表す矢印付きの円

弧を物体の周囲に描画することで回転を表現する．

までの平行移動パラメータ

から以下の

ように描画することで平行移動を表現する．
における移動物体の重心から，

で求まる点を連結す

重心

を円弧の中心とし，描画前の移動物体の擬似

的な半径の 1.5 倍の長さ を半径とする．円弧の中心角は
から

の間の物体の回転角度

の総和とする．この時，

るように線を描き，最後に矢印を付与することにより表現

描画角度の絶対値が 360 度を超える場合は，円弧の始点と

をする．また，このときベジェ曲線によって平滑化した軌

終点が繋がらないにように中心角を 350 度とし，180 度以

跡を描く．

下の場合は 180 度反対方向にも同じ円弧を描く．

ベジェ曲線は，

個の制御点(control point)から定義さ

れる 次曲線である．空間上に 2 点

，
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があり，その間

また，平行移動と同様に

の変化量の平均値に合わせ

て矢印の太さを変化させ，加減速を表現するために遅い部
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分は線に間隔をあけることとする． から

までの角度が

30 度以下であった場合は，図 6 のように表現する．
から

の間に逆方向に回転した場合は矢印を両端に描

くことで表現する．

図5

図6

スケーリングの表現の一例

図9

スケーリングの描画の一例

回転の表現の一例

小さな回転の表現の一例

図7

図8

回転の描画の一例

4.3 スケーリングの表現
拡大ならば外側へ，縮小ならば内側へ放射状に矢印を
個描画することによって， から
ラメータ
重心

までのスケーリングパ

の表現行う．
から距離 離れた点を矢印の始点とする．スケ

ーリングの度合いを表現するために， から
ール比

までのスケ

の累積を に掛けた距離だけ重心から離れ， 軸

に対して始点と同じ角度の点をその矢印の終点とする．こ
れをなす角が

度となるように 個描画する．

スケーリングも

の変化量の平均値に合わせて矢印の

太さを変化させ，加速度を表現するために遅い部分は間隔
をあける． から

までの変化が小さかった場合は描画を

しないものとする．
から

の間で拡大と縮小の両方を行った場合は矢印を

両端に描くことで表現する．
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5. 実験

6. おわりに

移動物体（掃除ロボット）が回転しながら移動する動画

本論文では，映像の動きの情報を保持した自動要約のた

を，本研究の方法で要約した．フレーム数は 668 フレーム

めに，動き特徴の抽出と，その縮約表現の検討を行った．

(30fps)，サイズは 1272×880 である．
キーフレームのみで抽出を行うと図 10 のようになり，こ
れに抽出した動きを描画すると図 11 のようになる．

時間的に前後となっているフレーム画像から，それぞれ
物体を抽出し，その物体の特徴点同士を対応させることで，
細かい部分の動きのベクトルを抽出した．このベクトルよ
り動きの判別とパラメータの抽出を行い，それを表現する
ための縮約表現を考案し，主観的評価により自動要約に成
功したことを確認した．
縮約表現には提案した方法以外にも様々なものがある．
今回はそれを主観評価により大局的に成功したと判断した
が，この主観評価は個人差や映像による違いが見られる．
情報を過多にし過ぎると逆にイメージしにくくなり，一方
簡潔すぎると何を表現しているのかわからなくなってしま
う．今後は，この点に着目し縮約表現の評価･検討を行なっ
ていく予定である．
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図 10

縮約表現の一例

(キーフレームのみ)

図 11 縮約表現の一例
(キーフレーム+提案手法)
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