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視聴者表情から動画ダイジェストを作成するシステム
古川 裕士1,a)

濱川 礼2

概要：本論文では，ユーザの表情を撮影した動画 (以下, 表情動画とする) を用いて，ユーザの嗜好を反映さ
せ個々のユーザに適した動画ダイジェストに反映させるシステムについて述べる．本システムは動画を一
度視聴した後，改めて自分が気に入ったシーンだけを楽しむ動画ダイジェストを作成するために使用する．
ユーザは本システムのプレイヤー部分で動画を再生し，同時に Web カメラでの撮影が開始される．動画の
再生終了後，Web カメラにより撮影した顔動画像を解析し，ユーザの表情が大きく変化した部分を動画か
ら抽出し，動画ダイジェストを自動作成する．本システムの動画ダイジェストならば仮定ではなくユーザが
実際に盛り上がり，表情が変化したシーンをそのまま動画ダイジェストにできる．本システムを用いて実
際に動画を視聴し，動画ダイジェストを作成・視聴までの評価を 24 名の評価者に対し実施した．結果のア
ンケートでは，映像中の対象物から動画ダイジェストを作成する手法と比べて高評価を得ることができた．

The video summary production system
that uses viewer’s facial expression
Furukawa Hiroshi1,a)

Hamakawa Rei2

Abstract: This system uses the facial expression of a viewer, and produces a video summary automatically.
Currently, there are many methods of producing a video summary automatically. This system takes a face
of user who watch a video by WEB camera. We deﬁne a taken video as the face video . This system
analyzes the face video by image processing, and consequently, recognizes the facial expressions. This system
produces a video summary based on the facial expressions. 24 students who belong to Hamakawa laboratory
of the Chukyo University evaluate this system.

1. はじめに

している．これらの手法には，問題点が二つある．まず，
ほとんどの場合、解析の効果を高めるために「ジャンルを

本論文では，ユーザの表情を撮影した動画 (以下，顔動画

限定している」ということが挙げられる．確かに例えば

像とする) を用いて，ユーザの嗜好を反映させ個々のユー

サッカーに限定することで，ゴールシーンの検出等の解析

ザに適した動画ダイジェストに反映させるシステムについ

精度が高まりより良い動画ダイジェストに成りうる．しか

て述べる．ここで，動画ダイジェストとは動画コンテンツ

し，多様な動画がインターネット他に存在する現在ではさ

の要約を指す．

まざまなジャンルの動画ダイジェストを作成するために，

本システムは動画を一度視聴した後，改めて自分が気に

それぞれ別の動画ダイジェスト作成システムを使用しなけ

入ったシーンだけを楽しむ動画ダイジェストを作成する

ればならない．次に「ユーザの嗜好に関わらず同一動画ダ

ために使用する．現在，世の中には動画ダイジェストを自

イジェストを多数のユーザが利用する」ことを暗黙に仮定

動作成する研究やシステムが数多くあり，多くの動画ダイ

していることである．我々はダイジェスト動画に出来るだ

ジェスト作成手法は，映像中の対象物や映像の音声を解析

けユーザ個人の嗜好を反映させたいと考えた.

することで，その変化を抽出し，動画ダイジェストに反映
1
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我々はこれらの問題を解決するために視聴中の顔を撮影
し，顔動画像を用いることで，どの部分でユーザが盛り上
がったかを判定し，動画ダイジェストに反映するシステム
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を開発した．
本システムは，1 台の PC と 1 台の Web カメラを使用

2.3 現在の動画ダイジェスト自動生成の問題点
現在の動画ダイジェスト自動作成の問題点をあげる.

する．Web カメラをユーザの顔が映るよう PC に取り付
ける．ユーザは本システムのプレイヤー部分で動画を再生

• ジャンルを限定している

し，同時に Web カメラでの撮影が開始される．動画の再
生終了後，Web カメラにより撮影した顔動画像を解析し，

本システムは前述の関連研究と比べ，「動画のジャンル

ユーザの表情が大きく変化した部分を動画から抽出し，動

が限定されている」という問題点を解消した．ユーザの視

画ダイジェストを自動作成する．視聴中の顔を撮影し，そ

聴動画を解析で使用するため， バラエティ動画・映画・

の表情動画を用いることで，どの部分でユーザが盛り上

ニュース動画などでも動画ダイジェストを作成できる手法

がったかを判定し，動画ダイジェストに反映するシステム

を提案している．関連研究であげた [3] ，[6] ，[8] は解析

を実装し，検証を行った．

の効果を高めるためにそれぞれサッカー動画、アメリカン
フットボール動画，野球中継限定でしか動画ダイジェスト

2. 背景
2.1 動画ダイジェスト自動作成の現状

を作成しない．このようなスポーツ動画からダイジェスト
動画を作成する場合は，スポーツのジャンルを限定する研
究が多くある．[5] は会議中の状況を撮影し、使用すること

近年，世の中には動画ダイジェストを自動作成する研究

を目的としており，[7] は動画のジャンルは限定されていな

やシステムが数多くある．また，動画ダイジェスト自動作

いが，ニコニコ動画のコメントが解析に必要なため，ニコ

成機能を搭載したブルーレイディスクレコーダーも販売さ

ニコ動画にアップロードされている動画しか動画ダイジェ

れており，代表として SONY の BDZ-RX105[1] の動画ダ

ストを作成できない.

イジェスト再生機能や三菱の DVR-BZ340[2] の見どころ再

これらは全て動画中の特徴物を解析し，動画ダイジェス

生などが挙げられる．このことからも動画ダイジェスト自

トに反映しているのに対し，本システムでは視聴している

動作成が一般的に用いられていることが分かる．

動画は一切考慮せず，視聴者の顔動画像のみを解析対象と
している．

2.2 関連研究・システム
多くの動画ダイジェスト作成手法は，映像中の対象物や

• ユーザの嗜好に関わらず同一動画ダイジェストを多数
のユーザが利用すると仮定している

映像の音声を解析することで盛り上がっている部分を判定
している．例えば [3] ではゴールポストが動画中に存在し

多くの自動動画ダイジェスト作成手法は，同一ダイジェ

ている部分をゴールシーンつまり重要なシーンと位置づ

スト動画を多数のユーザが利用する仮定で動画ダイジェス

け，動画ダイジェストを作成する．さらに [4] に代表され

トが作成されている．例えば [7] では単位時間あたりのコ

るように映像のキーフレームシーンから一つ特徴的な画

メント数が多いシーンほど，多数のユーザが盛り上がって

像 (キャプチャー) を抽出し，類似度を測り，関連したシー

いると推測し，動画ダイジェストを作成している．このよ

ンを検索する手法もある．また [5] ではマイクによって録

うな手法では，コメント数は少ないが，ユーザ自身が盛り

音された会議中の発言を音声認識し，発話の多い部分を動

上がっている部分は動画ダイジェストに反映されない．ま

画ダイジェストに反映する．映像中ではないが，関連した

た，逆にコメント数は多くても，個々のユーザが盛り上がっ

tweet からアメリカンフットボールの試合の自動ハイライ

ていない部分も動画ダイジェストに反映されてしまう．実

トを作成する [6] や動画再生中のコメント数によって，動

際に，同研究の評価アンケートでは，「面白い部分が見ら

画ダイジェストを作成する [7] もある．さらに野球中継の

れなかった」や「動画ダイジェストの内容が物足りない」

テロップの情報エントロピーに基づいて重要度の高いシー

という回答があった．[8] はテロップの情報エントロピー

ンを動画ダイジェストとして切り出す [8] もある．また近

の大きい出来事 (発生しにくい事象) を特筆すべき重要な

年では動画を切り出して編集するのではなく，無駄なシー

シーンと仮定し，その部分では多くのユーザが盛り上がる

ンを高速再生する研究 [9] も進められている.

と推測し，さらに動画の音声を解析し，動画ダイジェスト

[10] は本システムと同様の手法の研究である．視聴者の

を作成している．この手法では，テロップではルール上劇

表情をウェブカメラで観測して [11] を引用しつつ感情分析

的な状況ではないが，視聴者自身は盛り上がっているシー

をしている．顔の動きを 3 次元的に測定し，感情パラメー

ンが取得できない．さらには野球中継の見方を珍プレーの

タを通してダイジェスト動画を作成する

み視聴するとした場合、この手法では笑いの動画ダイジェ
ストは作成できない．
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め，動画視聴中の表情を撮影することが容易になってきて

3. 提案手法
本システムで作成する動画ダイジェストは，一度視聴し
た動画を盛り上がるシーンだけに短縮して再度視聴するこ
とを目的としている．ユーザは見たいと思った動画を本シ
ステムで再生し視聴する．見終わった後にもう一度みたい
シーンだけを抽出し動画ダイジェストを作成する.
動画ダイジェストをユーザが視聴する理由は大きく分け
て三つある．一つ目は「動画ダイジェストを本編の代わり
に視聴する」．関連研究で代表例をあげると [3] が当ては
まる．どちらも試合としても視聴するのではなく，劇的な
シュートシーンや点が動いたシーンなどを集めた動画ダイ
ジェストを作成する.[4] ，[6] もこれに当てはまる．二つ目
は「本編を見る前の参考として動画ダイジェストを視聴す
る」.[7] が代表例で，映像コンテンツが爆発的に増加する
近年では，閲覧や選別の時間を短縮するための参考に動画
ダイジェストを作成している．最後に「本編を視聴した後，
もう一度見たいシーンを動画ダイジェストで視聴する」.[5]
が代表例で会議での話し合いを経て，その後重要な話し合
いのシーンだけを抽出し，無駄な会話シーンをカットする．
これを後で視聴することでメモすることなく，話し合いの
内容を集約できる．
本システムは「本編を視聴した後，もう一度見たいシー

いる．動画視聴中のユーザの表情は、動画の内容によって
変化する．面白いシーンでは笑い，興奮するシーンでは，
力の入った表情になる．動画ダイジェスト作成に表情を用
いることでユーザの感情，つまり映像中でユーザの心が動
いたシーンを判定することができると考えた．つまり，
「表
情変化が多いシーンは重要なシーンである」と仮定する．
そして、ユーザの表情ごとに作成した動画ダイジェストの
抽出されたシーンが違えば，一般化した動画ダイジェスト
よりも，より個人の嗜好にあった動画ダイジェストを作成
できる.
学生 24 人を対象にアンケートを実施した．「動画の視聴
中に表情が変化していると思うか」の問いに対して，YES
は 20，NO は 4 と回答を得た．このアンケート結果から，
大人数の人が動画の視聴中に表情が変化していることがわ
かる．
機能としては，動画を再生すると同時にユーザの顔の撮
影を開始する．動画再生終了後，Web カメラにより撮影し
た顔動画像を解析する．切り出した各部位から特徴点を抽
出し，表情の変化量 (以下，表情量とする) を算出する．表
情量を基にユーザの表情が大きく変化した部分を動画から
抽出し，動画ダイジェストを自動作成する．
図 1 に本システムの全体構成を示す．

ンを動画ダイジェストで視聴する」を目的として動画ダイ
ジェストを作成している．[10] も本システムと同様に，
「本
編を視聴した後，もう一度見たいシーンを動画ダイジェス
トで視聴する」ことを目的としている．しかし，[10] は評
価時のみ特徴量をグラフとして表示しているが，本システ
ムでは特徴量のグラフがユーザにとって動画ダイジェス
トのジャンル選択に有効と考え，動画編集時常に表示して
いる．また，[10] は表情の変化が顕著なシーンを動画ダイ
ジェストとしているが，本システムは表情変化の少し前の
シーンを動画ダイジェストとすることで，よりユーザの感

図 1

システムの全体構成図

情変化にこだわった．
さらに，本システムは関連研究と比べ，「動画のジャン
ルが限定されている」という問題点を解消した．ユーザの
視聴動画さえあれば，あらゆるジャンルの動画で動画ダイ
ジェストを作成できる手法を提案している．関連研究では
動画中の特徴物を解析し，動画ダイジェストに反映してい
るのに対し，本システムでは視聴している動画は一切解析・
考慮することなく，視聴者の顔動画像のみを解析対象とし
ている．
また，「同一動画ダイジェストを多数のユーザが利用す
ると仮定している」という問題点を解消する方法として，
ユーザの嗜好を素直に動画ダイジェストに反映させるため
に，ユーザの表情を用いることにした．現在，販売されて
いるパソコンには Web カメラが標準で搭載されているた

© 2013 Information Processing Society of Japan

再生直後 25 フレームですぐ山場を向かえる動画は少な
いので撮影開始から 25 フレーム間は盛り上がる部分がな
く，動画視聴中の顔を動画として保存した際，ユーザの顔
が変化しなかった．そこで，撮影開始から 25 フレーム間
の特徴点の平均座標を表情量を算出する際に基準にする座
標とする．さらに，特徴点算出方法には，[12] の手法を用
いる．これは各フレームの特徴点座標と基準座標の特徴点
間の距離と三角形領域の面積を使用する手法で，顔全体の
ゆがみも考慮できる．
本システムでは，実際に動画を視聴し，Web カメラで撮
影した顔動画像から表情の観察を行い，長い表情でも 50
フレーム以上は続いていなかったことから，50 フレーム毎
に平均値を算出している．
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興奮・恐怖の 3 種類とし，表情量の算出はそれぞれに対応

4. 機能詳細

した特徴点を選出する．例えば，笑いは口角が上がり目尻

4.1 顔特徴点抽出

が下がるため，基準座標と現在の表情の座標の目の特徴点

顔特徴点抽出部では，画像処理を用いて，2 値化画像を
作成し，眉・目・口から表情認識に用いる特徴点を抽出す
る．

と口の特徴点の距離を表情量の算出に用いる．
顔特徴点抽出部で抽出された特徴点座標の平均を算出す
る．算出された座標をユーザの基準の表情とし，各フレー

顔画像内での顔部位の位置関係は，人やカメラ位置に

ムとの変化量を求め，表情量として定義する．

よってほとんど変わらない．そのため，予め決定した領域

表情量の算出は，ユーザの顔の大きさや顔の傾きなどに

を使用して眉，目，口の部位がある領域を切り出す．毎秒

よる表情量への影響を低減するために [12] で用いられてい

5 フレームの顔動画を使用し，OpenCV[13] の学習データ

る以下の 2 つの方法を用いる.

を用いて，顔領域を切り出す．切り出した顔領域の画像を

• 直線距離−基準座標の 2 点間の距離と各フレームの 2

図 2 に示す.

点間の距離の差を求める．
基準座標の２点を (x1 , y1 ) と (x2 , y2 ) とする．あるフレー
ム L の座標を (a1 , b1 ) と (a2 , b2 ) とするとあるフレームの
表情量 FL は
√
FL = (x2 − x1 )2 − (y2 − y1 )2 −
√
(a2 − a1 )2 − (b2 − b1 )2
と表せる.
図 2

顔領域の切り出し画像

• 三角形面積−基準の座標の 3 点を結んだ三角形の面積
と各フレームの 3 点間の距離の差を求める．

まず，眉領域から輝度値の小さい部分を抽出し，2 値化
画像を作成し，横幅の最も大きな領域から左右の端の点を

基準座標の 3 点を X(x1 , y1 ) と Y (x2 , y2 ) と Z(x3 , y3 ) と

取得する．次に，目領域から彩度の小さい部分（白目部分）

する．あるフレーム L の座標を A(a1 , b1 ) と B(a2 , b2 ) と

とエッジ抽出した輪郭の 2 値化画像を作成し，上下左右の

C(a3 , b3 ) とするとあるフレームの表情量 DL は

端の点を取得する．そして，口領域から輝度値の小さい部
分と唇の色を抽出し，2 値化画像を作成し，上下左右の端の
点を取得する．作成した２値化画の例をそれぞれ図 3 に示

DL =

す．左の画像から眉毛/目/口の２値化画像となっている．

(x1 − x2 )(y3 − y2 ) − (y1 − y2 )(x3 − x2 )
−
2
(a1 − a2 )(b3 − b2 ) − (b1 − b2 )(a3 − a2 )
2

と表せる.
図 4 に特徴点の直線距離，図 5 に三角形面積の計算例を
示す.

図 3

２値化画像

4.2 表情データ作成
盛り上がりを判定する表情は，Ekman らによって提案
された基本 6 感情 [11] を用いた．動画ダイジェスト作成に

図 4

特徴点の直線距離計算

必要のない感情である怒り・嫌悪・悲しみを除いた笑い・
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ダイジェストパラメータは笑い・興奮・恐怖の 3 種類作
成される．青/赤/紫のグラフはそれぞれ笑い/興奮/恐怖の
ダイジェストパラメータを表す．ユーザは 3 種類の中か
ら，動画ダイジェストを作成したい感情のダイジェストパ
ラメータを選択する．

4.3 動画ダイジェスト作成
選択されたダイジェストパラメータを用いて，動画ダイ
ジェストを作成する．
図 5 特徴点の三角形面積計算

笑いの表情量を FH (初期値は０) とし，基準座標の目の
特徴点と口の特徴点の距離を FT ，現在の表情の座標で目
の特徴点と口の特徴点の距離を F1 とすると，

FH = FH + |FT − F1 |

まず，試作段階で動画と視聴者の表情変化の関係を調査
したところ， 視聴者の表情はおおよそ 50 フレーム単位で
変化することが判明したので，ダイジェストパラメータの
値から各フレームの直近 50 フレーム毎に移動平均値を算
出し，移動平均線を求める．移動平均線とは，一定時間の
数値の平均値を算出しグラフ化したものである．本研究で
は，平均値を算出しグラフ化を行い，移動平均線とする (図

のように表せ，表情量に加算していく．

7)．

さらに，笑いは目が細くなるので，基準座標と現在の表
情の座標の目の上端と下端の距離を表情量の算出に用い
る．笑いの表情量を FH （先ほどの算出結果）とし，基準
座標の目の上端の特徴点と下端の特徴点の距離を FE ，現
在の表情の座標で目の上端の特徴点と下端の特徴点の距離
を F2 とすると，

FH = FH + |FE − F2 |
のように表せ，先ほどの算出結果に加算していく．興奮
や恐怖も同様に追加していく．例えば，興奮は顔全体が外
側に広がるので，眉の特徴点と口の特徴点の三角形面積を

図 7

移動平均線

表情量の算出し，表情量に追加する．恐怖は眉間をしかめ
る．つまり，左右の眉の特徴点の距離が短くなるので，左
右の眉の特徴点の距離の差を，表情量に追加する.
フレーム毎に算出した表情量を，横軸にフレーム数，縦

次に，ダイジェストパラメータと移動平均線を用いて動
画ダイジェストに用いるシーンを選出する．ダイジェスト
パラメータの中で移動平均線が表情量を上回った場合に

軸に表情量をもつグラフに表示する．そのグラフをダイ

ユーザが盛り上がっていると判断を行い，図 8 の水色の部

ジェストパラメータと呼ぶ．ダイジェストパラメータは，

分をシーン候補とする．

横軸に時間，縦軸に表情量として構成される．図 6 にダイ
ジェストパラメータの例を示す．

図 8

シーン候補

そして，シーン候補となった水色の部分の面積を算出し
図 6 ダイジェストパラメータ
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求める．求めた差が縦軸，時間が横軸となり面積を算出し

さらに，動画を視聴する間にもう一度みたいと感じた

ていく．算出した面積の大きい順から再生開始位置，再生

シーンまたは感情が動いたシーンを書き出してもらい，そ

終了位置と割り当てていく．再生位置の決定は、ダイジェ

のシーンが動画ダイジェストに反映されているかを確認し

ストパラメータの表情量が移動平均線を上回った位置を再

た．本システムが重視している「感情が変化しているシー

生開始位置とする．下回った場合は再生終了時間とする．

ンが動画ダイジェストに反映されているか」という問いに，

ただし，笑いのダイジェストは純粋に笑っているシーン

図 10 のような回答を得た．

のみを抽出することは，極端に言えば種明かしの部分だけ
をつなげる作業であり，それが適切な要約として機能する
かは不明である．そこで開発過程のダイジェスト作成のテ
ストから，笑っているシーンよりも以前からその笑いのた
めの布石が置かれるため，再生開始位置を 3 秒前に移動し
た．その再生開始位置と再生終了位置の指定を繰り返し行
うことで動画ダイジェストを作成する．
ここで，実際に作成したシステムの UI と右下に本来，本
システムの UI には表示していない動画ダイジェスト作成
図 10

時の顔とダイジェストパラメータを示す (図 9)．

評価結果 1

本システムで作成した動画ダイジェストと [14] で提案さ
れている手法で作成した動画ダイジェストのどちらがもう
一度みたいシーンが含まれていたかの問いに，93 ％が本シ
ステムで作成した動画ダイジェストの方が含まれていたと
答えた．
その結果を図 11 に示す.

図 9

UI とユーザの顔・ダイジェストパラメータ

5. 評価
図 11

本システムの目的であるユーザが盛り上がった部分が動

評価結果 2

画ダイジェストに反映しているかを確認するために，研究
室所属の学生 24 人を対象に評価を行った．

本システムで作成した笑いのダイジェストパラメータと

評価は 15 分の動画（バラエティ動画とスポーツ動画，映

視聴者がもう一度みたいと思ったシーンとを比較した．こ

画，ドキュメンタリー）を視聴してもらい，それぞれ 3 分

れが一致していれば，映像中にユーザの心が動いたシーン

の動画ダイジェストを作成し，自分の表情から作成した動

を，本システムが正確に抽出していることを意味する．視

画ダイジェストと他人の表情から作成した動画ダイジェス

聴者が選んだシーンを赤い枠線で囲み，比較例を図 12 に

トについてアンケートを実施した．本システムは，笑い・

示す．

興奮・恐怖の 3 種類の動画ダイジェストを作成できる．用
意したバラエティ動画とスポーツ動画で一番視聴者の表情

青いグラフである笑いのダイジェストパラメータの表情

が出やすい笑いと興奮，恐怖のダイジェスト動画を評価し

量が極端に増加する部分のほとんどが，赤い枠線が囲まれ

た.

ているのが分かる．比較によると評価者がもう一度みたい

比較として映像の特徴から動画ダイジェストを作成する

シーンを概ね動画ダイジェストに反映できていると判断で

研究 [14] を使用し，本システムで作成した動画ダイジェス

きる．同様に興奮，恐怖のダイジェストパラメータから作

トと比較してもらった.

成したスポーツ動画，映画，プロフェッショナルの動画ダ
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図 16
図 12

評価者 D のダイジェストパラメータ

評価結果 3

ジェストパラメータを使用することで，ある程度汎用性が
イジェストも評価者がもう一度みたいシーンを動画ダイ

期待でき，多くの人が共感できる一般化された動画ダイ

ジェストに反映することができた．

ジェストを作ることができる.
しかし，評価者 A，B とは違いダイジェストパラメータ

6. 考察

の左側に大きな盛り上がりはなく，評価者 C にはむしろ前
同じ動画を視聴したある評価者 A，B，C，D のダイジェ
ストパラメータを図 13，14，15，16 に示す．

半と中盤に，評価者 D は全体的に盛り上がりを感じていな
い．同じ動画でも，視聴者によって別のシーンに盛り上が
りを感じていたり，少人数でも盛り上がることがない場合
があることが確認できる．このことから本システムを使用
することで，一般化された動画ダイジェストだけでなく，
数人が盛り上がりを感じる複数ユーザ専用にクラスタリン
グされた動画ダイジェストを作成することも可能である．
今回評価に使用したバラエティ動画とスポーツ動画，映
画、ドキュメンタリーでは，評価結果からユーザがもう一

図 13

評価者 A のダイジェストパラメータ

度みたいと思ったシーンを十分反映した動画ダイジェスト
が作成できた．さらに，映像から動画ダイジェストを作成
するよりも，ユーザの好みにあったシーンを反映すること
ができることを確認した．特にお笑いの動画から，笑いの
動画ダイジェストを作成する際に半数以上から高評価を得
られた．

7. まとめ
図 14

評価者 B のダイジェストパラメータ

評価と成果から，映像の特徴や音声に着目する手法では
取得できない視聴者のもう一度見たいと思ったシーンを反
映した動画ダイジェストが作成できた．ダイジェストパラ
メータとユーザの表情とが正確に対応しているかを確認す
るため，評価で動画を視聴中のユーザの顔と視聴時の笑い
のダイジェストパラメータを表示し，図 17 に示す. 上がダ
イジェストパラメータ，下がユーザの顔である．
図より，笑いのダイジェストパラメータが上昇すると

図 15

評価者 C のダイジェストパラメータ

きに，笑い始めているのが分かる．さらに，評価時のアン
ケートで次のような意見もあった．

評価者 A，B ではダイジェストパラメータの右側に大き
な盛り上がりがあることが分かる．盛り上がりの程度や若

• 感情のグラフを見ながら元動画を再生してみたい

干のシーン場所は異なるが，バラエティ動画の笑いのツボ
や興奮するスポーツのシーンなどは個人によって大きく

• 個人で使うには動画の解析に時間がかかりすぎる

こ異なることはない．つまり，別の人または複数人のダイ
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できると考える．具体的には，成績評価の要素とするため
に学習履歴情報から学習者の行った学習のダイジェストを
作成する手法を提案した [15] のように動画ではないコンテ
ンツをダイジェストにする研究も数多くある．そこで，パ
ソコンの画面遷移をダイジェストにする機能の追加し，パ
ソコン上で作業するプロセス，例えばイラストやブログを
見ている表情を使用し，それらのコンテンツをダイジェス
トにするなどのようにシステムの汎用性を高める.
以上の構想を [16] などで，社会に提案していきたい．

図 17

ダイジェストパラメータと表情
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上記の「感情のグラフを見ながら元動画を再生してみたい」
を受けて，動画ダイジェスト視聴時にも視聴中のユーザの
顔とその時のダイジェストパラメータを表示するように改
良した.
今回のシステムの実装と評価から動画のジャンルによっ

電子

ては，「どのような表情に基づいて動画ダイジェストを作
るべきなのか」という点を追求することが極めて重要な課
題であることが分かった．そのため，動画ジャンル別にど
のような表情になるかを学習させていく必要がある．
さらに，評価アンケートにもあったように「個人で使う
には動画の解析に時間がかかりすぎる」という問題点があ
る．本システムは毎秒 5 フレームの顔動画を使用している
ので作業量が多く，15 分の動画から 3 分の動画ダイジェス
トを作成するのに約 2 時間かかる. スポーツ動画や映画は
大抵 2 時間の動画時間があるので，それを視聴し，3 分の
ダイジェスト動画作成する場合にかかる処理時間は約 8 時
間となる．現在，1 秒 5 フレームずつ画像処理しているの
で，1 秒間に処理するフレーム数を減らせば，速度は上が
るが，システムとしての精度は下がってしまうという問題
点がある．つまり，ユーザがもう一度見たいシーンを手動
で編集したほうが，手間はかかるものの短い時間で作業が
終了できてしまうため，提案システムの存在意義が問われ
てしまう.

8. 今後の課題
今後，視聴者の表情解析をトレーニングする手法や３ D

データを使用することで解析時間を短縮するとともに，動
画要約以外の方向性に提案アプローチを応用することによ
り汎用性を高め，挽回したい．

Web カメラが標準で付属したパソコンが増えているの
で，このシステムは動画ダイジェストを作成するためのも
のでなく，日常的なパソコンの機能 (電子書籍やインター
ネットサーフィン) をダイジェストとしてまとめることが
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