
ビデオ・ブラウジングのための確率モデルに基づく概略生成手法�

牛尼 剛聡y 渡邉 豊英y

九州芸術工科大学芸術工学部 名古屋大学大学院工学研究科

芸術情報設計学科z 情報工学専攻x

〒 815-8549福岡市南区塩原 4-9-1

092-553-4469

ushiama@kyushu-id.ac.jp watanabe@nuie.nagoya-u.ac.jp

1 はじめに

現在ビデオは報道，教育，娯楽などの様々な分野で利

用されている．ビデオは人間が直感的に分かりやすい形

式で，対象世界上の動的な側面を表現可能であるため，

ビデオによる情報の蓄積と伝達は，これからもますます

盛んに行われていくことが予想される．

近年，ビデオ・ストリーミング技術の進展に伴って，

インターネット上でのビデオ配信が実用化されつつあ

る．さらに，ビデオ圧縮技術の発展と二次記憶の大容量

化・低価格化が進んだことから，個人レベルでも，計算

機上でビデオを蓄積し利用することが容易になった．

こうした中で，インターネット上に存在する大量のビデ

オ・リソースの中から，利用者が必要な情報を得ること

を支援する機構が重要になっている．現在でも，ビデオ

を分類するなどして，利用者が必要なビデオを探すこと

を支援しているが，これらの方法では，たとえ希望のビ

デオを見つけることができたとしても，そこから必要な

情報を得ることは困難である．これは，ビデオが時系列

データであるため，内容を確認するために長時間を必要

とすることが大きな要因となっている．したがって，大

量のビデオの内容を効率的に確認可能なアクセス機構

が必要とされている．こうした要求にともない，ビデオ

データベースのアクセス機構の開発が活発に行われてい

る．

ビデオ・データベースのアクセス機構として，代表的

なものに，検索とブラウジングがある．検索では，利用
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者が特定のビデオや，ビデオ中の特定のシーンにのみ興

味がある場合に効率的なアクセスを実現する．一方，ブ

ラウジングでは，利用者がビデオに記録された内容全般

に興味がある場合，明確な検索要求を持たない場合，検

索式を記述することが困難な場合に，利用者がビデオの

内容の概略を効率的に確認することを目的としている

[?]．

長時間に渡る活動を記録したビデオでは，多数の部分

的な活動が互いに関係し，全体的な意味を構成する．テ

レビ番組として放送されるスポーツ中継などは，複数の

部分的な活動が全体的な意味を構成する典型的な例であ

る．こうしたビデオに対しては，全体的な意味を確認す

るために，簡易な操作でビデオの概略を理解可能なブラ

ウジング機構が重要である．

一般に，情報の提示形式は以下の基準に基づいて特徴

づけることができる．

1. 提示する対象

2. 提示する方法

ビデオを対象とする場合，提示する対象はビデオを構成

する静止画像であり，提示する方法は，静止画像の時空

間的なレイアウトになる．

最も一般的なビデオの提示形式は，サンプリングを

行ったときと同一な周期と順番で，ビデオを構成する全

ての静止画像を順次表示するものである．この手法で

は，実世界上での記録対象となった活動の継続時間と，

観測の必要時間が同一となる．本研究では，観測に必要

な時間を短縮するビデオの提示形式を開発することを目

的とする．

上記の目的のために，提示する対象の量を削減するこ

とが考えられる．すなわち，ビデオを構成する一部分の
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静止画像のみを提示する方法である．この方法を用いた

例として，ビデオをショット単位で分割し，ショット中

の 1つの静止画像のみを提示する手法が提案されている

[?]．

また，提示対象の時空間的なレイアウトという点から

は，静止画像を提示する周期を，サンプリング周期より

も短くすることにより，観測に必要な時間を短縮する手

法がある．これは，一般に fast-forwardと呼ばれ，一般

のVTRにおいても実現されている．この手法を発展さ

せたものとして，ビデオの意味的な構造に基づいて提示

する周期を動的に変化させる手法が提案されている [?]．

また，時間的な広がりを空間的な広がりとして提示する

ことにより，一覧性を高めて観測の必要時間を短縮する

手法も提案されている [?]．

しかし，これらの手法はビデオの物理的な特徴量に基

づいて概略表現を作成する手法であり，提示された概略

表現が実際のビデオの内容の重要な部分を正確に反映し

ているかどうかを判断することが困難である．また，こ

れらの手法では，利用者の視点を概略表現に反映させる

ことが考慮されていない．

そこで，本論文では，イベント -アクティビティ・モデ

ルに基づいて内容が記述されたビデオを対象に，情報理

論に基づいて提示対象を決定する手法を提案する．イベ

ント -アクティビテイ・モデルではビデオの内容をイベン

トの時系列として表現するため，イベントの発生が確率

過程としてモデル化でき，情報理論における情報量とエ

ントロピーを求めることができる．本手法では，これら

の特徴量を用いて，個々の利用者の視点を反映した概略

表現を構成する．なお，本論文では対象とするビデオの

例として野球中継を用いる．

2 アプローチ

2.1 概略表現の作成

ビデオを観測する際，ビデオを構成する全ての静止画

像を観測せずに，記録されている活動の大まかな流れを

判断できる場合がある．これには，以下の 3種類の原因

が考えられる．

1. ビデオに記録された活動の一部分から，他の部分を

推定可能である．

2. ビデオに記録された活動はいくつかの部分的な活動

選択�
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概略表現�
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図 1: 概略表現生成の概念図

に分割可能できるが，観測者は全ての活動に興味が

あるわけではない．

3. 活動の詳細は不明確であったとしても，一部分から

活動の種類を限定できれば十分である

これらから，ビデオには冗長な部分が含まれており，ビ

デオから冗長な部分を排除した表現を提示することによ

り，効率的なブラウジングが実現できると予想される．

こうした表現を生成するためには，ビデオの内容を評価

し冗長な部分を決定する必要がある．

本論文では，ビデオの内容に関するメタ・データを知

識として利用することにより，ビデオの冗長な部分を決

定し，ビデオの概略表現を生成する手法を提案する．本

手法の概念図を図 1に示す．まず，既に内容記述が完了

したビデオが蓄積されているデータベースに対して，そ

こに含まれる全てのビデオの内容に関する統計的な処

理を行い，メタ・データを作成する．次に，このメタ・

データを用いて対象とするビデオの内容を評価し，冗長

な部分を決定する．なお，内容を評価する際にはいくつ

かのパラメータが必要となるが，それらは利用者が指定

する．最後に，評価結果に基づいて対象とするビデオの

概略表現を作成し，利用者に提示する．

2.2 ビデオ内容の評価

ビデオに於ける冗長な部分を決定するためには，ビデ

オの内容を評価する必要がある．評価のためには，内容

が伝達する情報の測度を導入する必要がある．情報理論

では，情報をもらったことによって受け手の知識の不確
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実さがどれだけ減少したかという視点から，情報量と呼

ばれる情報の測度を提案している [?]．特に，内容が記号

系列として表現可能な場合には，記号出現に関する統計

的なデータから情報源をモデル化し，それに基づいて系

列を構成するそれぞれの記号の情報量を求めることがで

きることが知られている．

我々は，これまでに，ビデオの内容を記述するモデル

としてイベント -アクティビティ・モデルを提案している

[1]．このモデルでは，ビデオの内容をイベントの系列と

して表現する．イベントとは，ビデオに記録された継続

時間のない出来事（特徴的な変化）を表現したものであ

る．イベント -アクティビティ・モデルでは，ビデオの内

容を記号列として表現できるため，情報理論に基づいて

イベントの情報量を求めることができる．そこで，本論

文では，ビデオの内容を理解することはイベントの系列

を観測することと等価であると考え，イベントの情報量

をビデオ表現の冗長な部分を決定する基準として利用す

る．このとき，情報量を求めるためのメタ・データは，

情報理論に於ける情報源のモデルとなる．

3 イベント -アクティビティ・モデル

イベント -アクティビティ・モデルの定義を簡単に示

す．

実体は，対象世界上で区別可能で継続的に存在するモ

ノであり，空間的な領域を占有する物理実体と，それ以

外の概念実体に分類される．実体は，文字列として表現

される．実体型は実体型名 entと実体の集合 EN の対

(ent;EN)である．ここで， EN の要素は実体型 entに

所属する実体であり， entのインスタンスと呼ばれる．

イベントは，フレーム間に観測可能な特徴的な実体の特

性の変化および実体間の関係の変化を表す．イベント

は，イベント識別子 eidと実体 eni (1 � i � n)の n項

の対 (eid; [en1; � � � ; enn])として表現される．イベント型

はイベント型名 evtと引数の型指定 argdef とイベント集

合EV から構成される 3項 (evt; argdef ; EV )であり，

argdef は実体型名 entiの n項 [en1; � � � ; enn]である．こ

こで， EV の要素はイベント型 evtのに所属するイベン

トであり， evtのインスタンスと呼ばれる．本稿で例と

して用いる野球の試合における実体の型と実体の例を図

1に示し，イベント型の例を図 2に示す．

表 1: 野球の試合における実体の例

型名 実体

選手 "打者 "， "投手 "等

塁 "本塁 "， "1塁 "， "2塁 "， "3塁 "

ボール "ボール "

グラウンド "フェア・グラウンド "， "ファール・グラウンド "

観客席 "内野席 "， "外野席 "

試合 "ホークス対ドラゴンズ "等

カウント "ストライク・カウント "， "ボール・カウント ",

"アウト・カウント "， "イニング "， "得点 "

数値 "1"， "2"等

コンテクストは特殊記号$; $とイベント evi (1 � i �

n)から構成される系列 h$; ev1; � � � ; evn; $iである．ここ

で，$は系列の先頭を， $は系列の最後尾を表す．ビデ

オ中で発生したイベントの並びを表すコンテクストが本

モデルにおけるビデオの内容表現となる．野球中継にお

けるコンテクストの例を図 3に示す．それぞれのイベント

はインデックス関数によって動画像中のフレームに一意

に対応づけられ，イベントによってフレームを同定可能

である．

4 メタ・データと特徴量

本節では概略表現の作成に利用されるメタ・データと

してビデオ内容の確率モデルを導入する．さらに，概略

作成時の内容評価に利用する特徴量を導入する．

4.1 ビデオ内容の確率モデル

全イベント記号集合 E = fe1; � � � ; eNgが状態空

間である離散的な確率過程Xm を考える．なお，イベ

ント記号とはイベント記号はイベントの種類を表す記

号であり，イベントの所属する型 evt とイベントの引数

arg からなる 2項関係 (evt ; arg)である． (evt ; arg)はイ

ベント型 evt に所属し，引数 arg をもつイベントが発生

したことを表す．例えば，イベント型 throwのインスタ

ンス (#6,["投手 ","ボール "])に対するイベント記号は

(throw,["投手 ","ボール "])である．イベント記号を導入

する理由は，イベントは対応づけられたフレームを同定
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表 2: 野球の試合におけるイベント型の例

イベント型 説明

(throw,[選手,ボール ]) 選手がボールを投げる

(catch,[選手,ボール ]) 選手がボールを捕球する

(drop,[選手,ボール ]) 選手がボールを落す

(touch-to,[選手,ボール,選手 ]) 選手がボールで選手に触れる

(touch,[選手,ボール ]) 選手がボールに当たる

(reach,[選手,塁 ]) 選手が塁に触れる

(bat,[選手,ボール ]) 選手がボールを打つ

(is-batter,[選手 ]) 選手が打者になる

(is-out,[選手 ]) 選手がアウトになる

(is-safe,[選手 ]) 選手がセーフになる

(bound-in,[ボール,フィールド ]) ボールが地面と接触する

(enter,[ボール,スタンド ]) ボールがスタンドに入る

(strike,[試合]) ストライク

(ball,[試合]) ボール

(foul,[試合]) ファウル

(four-ball,[試合]) 四球

(change,[試合]) チェンジになる

(playball,[試合]) プレイボール

(interrupt,[試合]) 中断開始

(play,[試合]) 試合再開

(game-set,[試合]) ゲームセット

(is-set-as,[カウント,数値 ]) カウントを数値にする

するためにそれぞれ一意に区別される必要があるが，イ

ベントの発生に関する統計的な特徴を求めるためには，

それらをグループ化する必要があるからである．なお，

本論文では必要な場合を除いてイベントとイベント記号

を区別しない．

X0; � � � ; Xn の 離 散 的 な (n+1)次 元 確 率 分 布 を

P (xn; xn�1; � � � ; x0)と表記する．また，Xm から発

生した長さ Lのイベント系列 xL; � � � ; x0 を xL と表記

し， xL の部分系列 xi; � � � ; xj(0 � j � i � L)を xL(i;j)

と表記する． xL において， xi 以外の要素を条件とする

xiの条件付き確率を

P (xi j xL(L;i+1);xL(i�1;0))

P (xL; � � � ; x0)

P (xL; � � � ; xi+1; xi�1; � � � ; x0)

表 3: コンテクストの例

イベント イベント型

(#1,["試合 1"]) play

(#2,["ストライク・カウント ","0"]) is-set-as

(#3,["ボール・カウント ","0"]) is-set-as

(#4,["アウト・カウント ","0"]) is-set-as

(#5,["イニング ","1"]) is-set-as

(#6,["打者 "]) is-batter

(#7,["投手 ","ボール "]) throw

(#8,["捕手 ","ボール "]) catch

(#9,["ボール・カウント ","1"]) is-set-as

(#10,["捕手 ","ボール "]) throw

(#11,["投手 ","ボール "]) catch

(#12,["投手 ","ボール "]) throw

(#13,["捕手 ","ボール "]) catch

(#14,["ストライク・カウント ","1"]) is-set-as

(#15,["捕手 ","ボール "]) throw

(#16,["投手 ","ボール "]) catch

(#17,["投手 ","ボール "]) throw

(#18,["打者 ","ボール "]) bat

(#19,["ボール ","フェアグラウンド "]) bound-in

(#20,["右翼手 ","ボール "]) catch

(#21,["右翼手 ","ボール "]) throw

(#22,["打者 ","1塁 "]) reach

(#23,["打者 "]) is-safe

(#24,["投手 ","ボール "]) catch

と表記する．

いま，Xm を単純マルコフ過程であると仮定する．単

純マルコフ過程は，条件

P (xn j xL(n�1;0)) = P (xn j xn�1); n = 1; 2; � � �

を満足する確率過程である．すなわち，イベント xn が出

現する確率は直前に発生したイベント xn�1 にのみ依存す

る．確率 P (xn j xn�1)を実際に求めることは困難であ

るため， freq(xn; xn�1)を既知データにおけるイベント

の並び xn; xn�1 の出現頻度として，以下のように推定す

る．

P (xn j xn�1) '
freq(xn; xn�1)P
y2E freq(y; xn�1)
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コンテクストを単純マルコフ過程とすることにより，

ビデオの内容は，単純マルコフ情報源としてモデル化で

きる．この情報源において推移確率を

Pei;ej
4
= P (Xm = ej j Xm�1 = ei)

と表記すると，遷移確率行列Pは以下のように定義され

る．

P
4
=

0
BBB@

Pe1;e1 � � � Pe1;eN
...

. . .
...

PeN ;e1 � � � PeN ;eN

1
CCCA

なお， ej が発生した後 n番目に eiが発生する確率

X
y1;���;yn2E

Pxi;ynPyn;yn�1 � � �Py1;xj

を P
(n)
ei;ej と表記し nステップの遷移確率と呼ぶ． P

(n)
ei;ej

はPの n乗P
n の第 (ei; ej)要素として求めることがで

きる．

4.2 イベントの情報量とエントロピー

イベント系列 xL = xL; � � � ; x0 において，イベント

xi (0 < i < L)が与える情報量は，条件付き情報量

I(xi j xL(L;i+1);xL(j�1;0))として表現できる．ここで，

xi以外の要素を条件とする xiの条件付き確率は，単純マ

ルコフ過程の条件から，

P (xi j xL(L;i+1);xL(i�1;0))

=
P (xL; � � � ; x0)

P (xL; � � � ; xi+1)P (xi�1; � � � ; x0)

=
Pxi+1;xiPxi;xi�1

P
(2)
xi+1;xi�1

である．この確率の意味は，分子は xi�1 が出現した後に

xiと xi+1 が出現する確率を表し，分母は xi�1が出現し

た 2ステップ後に xi+1が出現する確率を表している．上

の式から，イベント xi の情報量は

I(xi j xL(L;i+1);xL(i�1;0))

= � log
Pxi+1;xiPxi;xi�1

P
(2)
xi+1;xi�1

となる．この式から，イベント xi の情報量は，直前に発

生するイベント xi�1 と直後に発生するイベント xi+1 の

みに依存することがわかる．また，イベント xi に関する

不確定度は条件付きエントロピー

H(Xi j xL(L;i+1);xL(i�1;0))

= �
X
y2E

Pxi+1;yPy;xi�1

P
(2)
xi+1;i�1

log
Pxi+1;yPy;xi�1

P
(2)
xi+1;i�1

で与えられる．

上記の情報量を計算するためには，対象とするイベン

トの直前に発生したイベントと直後に発生したイベント

が共に観測可能であることが必要である．しかし，概略

表現では，これらのイベントが省略されて観測不可能に

なる場合がある．こうしたことから，イベント系列中に

観測不可能なイベントが存在するときの情報量を定義す

る必要がある．いま，イベント xiに対して，前方の nb

個および後方の na 個のイベントが観測不可能であるとす

る．このとき， xi の情報量は

I(xi j xL(L;i+1+na);xL(i�1�nb;0))

= � log
P
(1+na)
xi+1+na ;xi

P
(1+nb)
xi;xi�1�nb

P
(2+na+nb)
xi+1+na ;xi�1�nb

である．同様に， i番目のイベントに関して，前方の nb

個および後方の na 個のイベントが観測不可能である場合

の i番目のイベントに関する不確定度は条件付きエント

ロピー

H(Xi j xL(L;i+1+na);xL(i�1�nb;0))

= �
X
y2E

 
P
(1+na)
xi+1+na ;y

P
(1+nb)
y;xi�1�nb

P
(2+na+nb)
xi+1+na ;xi�1�nb

log
P
(1+na)
xi+1+na ;y

P
(1+nb)
y;xi�1�nb

P
(2+na+nb)
xi+1+na ;xi�1�nb

!

で与えられる．

5 概略表現の作成

5.1 アルゴリズム

本論文では，ビデオ内容を確認することは，ビデオに

対応づけられたイベント系列（コンテクスト）を確認す

ることと等価であると考える．したがって，ビデオの概

略表現を作成する問題は，ビデオの大まかな内容を把握

するために必要最小限のイベントから構成される系列を

作成する問題に還元可能である．このような系列を決定
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するために，以下に示す 2種類の基準を共に満足するイ

ベントを省略することを考える．

1. 省略された際に失われる情報量が少ないイベント

2. 省略された際に増大するエントロピーが少ないイベ

ント

イベント系列 e1; � � � ; en において，イベント ei が省略

された場合には，前後のイベント ei�1; ei+1 の情報量が

変化する．したがって，単に 1ステップの情報量が少な

いイベントを削除する単純な方法では適切な概略表現を

作成することができない．そこで，以下に示すアルゴリ

ズムにしたがって，概略表現にするイベント系列を決定

する．

【入力】： イベント系列 xin = xn; � � � ; x1

遷移確率行列P

イベントのグループの集合 fE1; � � �Eng

興味のあるイベント集合 Etarget

概略表現に含まれるイベントの個数 Tnum

【出力】： 概略表現を表すイベント系列 xout

（ステップ 1） 遷移確率行列Pと興味のあるイベント

集合 Etarget から制約を持つ遷移確率行列P
0 を求め

る．

（ステップ 2） 情報量の最小値を表す変数 Imin，エ

ントロピーの最小値を表すHmax，および省略の候

補となるイベントの順番を表す変数 candを作成す

る．

（ステップ 3） 表示するイベントの順番を蓄える

キューD1; D2を作成し，初期値を ;とする．

（ステップ 4） i � nが成立する間， iをキューD1に

プッシュする．

（ステップ 5） もし，キューD1の要素数が Tnum以

下ならば，D1に含まれるイベントから構成される

イベント系列を xout とし，終了する．それ以外は次

のステップに進む．

（ステップ 6） キューD1か ら 3つ の 要 素 を ポッ

プし，それぞれ，イベントの順番を保持する 3

個の変数 prev; cur; postに代入する．さらに，

prev; cur; postをキューD2にプッシュする．

（ステップ 7） 前方イベントが xprev であり，後方イ

ベントが xpostである場合のイベント xcur の情報量

とエントロピーを遷移確率行列P
0 を用いて計算し，

情報量を Imin に代入し，エントロピーをHmin に

代入し， cand = curとする．

（ステップ 8） もし，キューD1 = ;ならば（ステッ

プ 14）へ進む．それ以外は次のステップへ進む

（ステップ 9） preに curの値を代入し， curに post

の値を代入する．さらに，キューD1からポップし

た結果を変数 postに代入し，キューD2にプッシュ

する．

（ステップ 10） 前方イベントが xpre であり，後方イベ

ントが xpost である場合のイベント xcur の情報量と

エントロピーを遷移確率行列P
0 を用いて計算し，結

果を変数 I とH に代入する．

（ステップ 11） もし， I < Imin であるならば Imin =

I;Hmin = H; cand = curとする．それ以外は次の

ステップに進む．

（ステップ 12） もし， I = Imin であり，かつH <

Hmin であるならば，Hmin = H; cand = curとす

る．それ以外は次のステップに進む．

（ステップ 13） （ステップ 8）に戻る．

（ステップ 14） イベント系列 xin の cand番目のイベ

ントを省略するため，キューD2から，要素 cand

を削除する．

（ステップ 15） キューD2の値をキューD1の値とし

た後，D2 = ;とする．

（ステップ 16） （ステップ 5）に戻る．

5.2 実験

本手法を C++言語を用いて実装し実験を行った．メ

タ・データを作成するために用いた既知データは 1試合

分である．図 3に示した内容をもつビデオに適用した結果

の一部を図??に示す．図??では，以下の 2種類の場合に

おけるコンテクストを構成するイベントの情報量とエン

トロピーを示している．

1. コンテクストからのイベントの削除を行わず全ての

イベントが観測可能であるとした場合

2. コンテクストから半数（50%）のイベントを削除し

た場合

なお，項目「表示」の値が Tの場合は，概略表現におい

て観測可能であることを表す．

図??に示した結果から，削除を行わない際には情報

量が 0であるイベントが多数存在しており，表現に冗長
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イベント イベント型 無削除 50%削除

表示 情報量 エントロピー 表示 情報量 エントロピー

(#1,["試合 1"]) play T 0.0000 0.0000 - 0.0000 0.0000

(#2,["ストライク・カウント ","0"]) is-set-as T 0.0000 0.0000 - 0.0000 0.0000

(#3,["ボール・カウント ","0"]) is-set-as T 0.0000 0.0000 - 0.0000 0.0000

(#4,["アウト・カウント ","0"]) is-set-as T 0.0000 0.0000 - 1.8667 1.0776

(#5,["イニング ","1"]) is-set-as T 0.3154 0.5837 T 2.7863 1.7803

(#6,["打者 "]) is-batter T 0.0000 0.0000 - 0.0000 0.0000

(#7,["投手 ","ボール "]) throw T 0.0000 0.0000 - 0.0814 0.2743

(#8,["捕手 ","ボール "]) catch T 0.0000 0.0000 - 0.2091 0.7599

(#9,["ボール・カウント ","1"]) is-set-as T 0.9147 1.4569 T 1.1315 2.0346

(#10,["捕手 ","ボール "]) throw T 0.0000 0.0000 - 0.2149 0.8352

(#11,["投手 ","ボール "]) catch T 0.0085 0.0561 - 0.0120 0.0807

(#12,["投手 ","ボール "]) throw T 0.0007 0.0058 T 0.0188 0.0926

(#13,["捕手 ","ボール "]) catch T 0.0000 0.0000 - 0.1277 0.5267

(#14,["ストライク・カウント ","1"]) is-set-as T 1.4312 1.4569 T 1.5666 1.9133

(#15,["捕手 ","ボール "]) throw T 0.0000 0.0000 - 0.0171 0.0952

(#16,["投手 ","ボール "]) catch T 0.0085 0.0561 - 0.0222 0.1442

(#17,["投手 ","ボール "]) throw T 0.0000 0.0000 - 0.0127 0.0714

(#18,["打者 1","ボール "]) bat T 0.0153 0.0807 T 0.0280 0.1323

(#19,["ボール ","フェアグラウンド "]) bound-in T 0.0000 0.0000 - 0.4390 1.2263

(#20,["右翼手 ","ボール "]) catch T 0.0000 0.0000 - 1.1094 2.0435

(#21,["右翼手 ","ボール "]) throw T 0.0000 0.0000 T 1.1094 1.8256

(#22,["打者 ","1塁 "]) reach T 0.0000 0.0000 - 0.0000 0.0000

(#23,["打者 "]) is-safe T 0.7538 0.9944 T 1.7144 1.0626

(#24,["投手 ","ボール "]) catch T 0.0000 0.0000 - 1.7509 0.7013

表 4: イベントの情報量とエントロピーの例

性があることが確認できる．また，削除を行うことによ

り，多くのイベントにおいて情報量とエントロピーが増

大している．これは，省略によって観測不可能なイベン

トが出現したことが原因である．

図??に，同一のビデオに対して概略表現に含まれるイ

ベントの個数と情報量の損失，エントロピーの増大の関

係を表すグラフを示す．このグラフの横軸は概略表現に

おいて省略されたイベントの割合であり，縦軸は情報量

（ディット）である．実線は省略されたイベントの持つ

情報量の総和を表し，破線は省略されたイベントに対す

るエントロピーの総和を表す．省略されたイベントの割

合に対して，失われた情報量と増大したエントロピーは

共に指数関数的に増大することが確認できる．

6 おわりに

本論文では，確率モデルに基づくビデオ・ブラウジン

グのための概略作成手法を提案した．今後の課題を以下

に示す．

� 現時点では，実験の対象としたビデオの量が少ない

ため，さらに多くのビデオを対象として実験する必

要がある．また，本手法の有効性を示すための，客

観的な評価を行っていないため，今後，利用者が概
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図 2: 情報量とエントロピーの増加

略から判断した内容が実際のビデオの内容と一致す

るかについての実験と評価が必要である．

� 本論文では，人手によってインデックスづけされた

意味的なイベントを対象とした．今後，広範囲のビ

デオに対処可能とするために，ビデオの物理的な特

徴に基づいて定義され，自動的に抽出可能なイベン

トを対象に本手法を適用することを考えている．

� 利用者は提示された概略を観測して，そこには示さ

れていない特定の部分に関する詳細な内容を観測し

たい場合がある．こうした場合に対処するために，

遷移確率に基づいてイベント間の因果関係を導出

し，対話的な操作によって内容を巡航的に確認する

機構を開発する予定である．
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