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MultiMediaEditor の改良の試み 
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あらましあらましあらましあらまし  我々は動画像中の物体領域を追跡するシステム MulitiMediaEditor を改良した。従来の MulitiMediaEditor には追跡

時間がかかるという問題がある。そこで我々は物体領域切出法に「切絵」を用い、追跡点を減らすことで処理を高速化した。ま

た物体領域追跡失敗を修正する際のユーザ負担を軽減した。 
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Abstract  We have improved  "MultiMediaEditor", an object tracking system. We consider the problem of the present 

MultiMediaEditor is that it takes time to track objects. In order to speed up the process of tracking objects, we used "Kirie" as 

the tool for cutting out objects and decreased the tracking points.  Also, we have tried some improvements to shorten the time 

it takes to adjust the system when object tracking has failed. 
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1. はじめにはじめにはじめにはじめに  

近年、インターネットの普及や地上波デジタル放送

の開始に伴い、一般人がデジタル映像を楽しむ機会が

増加してきている。しかし、デジタルメディアの基本

的な特徴であるインタラクティブ機能については、リ

アルタイムでのアンケート集計や通信販売商品の購入

と言うように一部の領域に限定されており、いまだイ

ンタラクティブな要素が十分とは言えないというのが

現状である。  

そこでより自由度の高い新しいインタラクティブ

サービスとして、動画像中の人物やアイテムを任意に

クリックすることで、それらの関連情報を視聴者が手

軽に入手できるような仕組みを考えたい。  

本研究では対象を衣類、携行品などの商品に絞り、

動画像中の商品の物体領域をクリックすることでその

商品のショッピングサイトにアクセスできるようなシ

ステムの実現を考える (図 1)。このシステムの実現には

ユーザ (動画提供者 )が動画中の物体領域に対してタグ

(商品名やショッピングサイトの URL などの情報 )付け

をする必要があるが、タグ付けを支援するシステムと

して我々のグループが開発した MultiMediaEditor[1]が

ある。このシステムでは動画中の任意のフレームにお

ける商品の物体領域をユーザが指定し、自動で物体を

追跡し、抽出された物体に対しタグ付けをして保存す

る。しかし、このシステムには処理時間や使い勝手に

問題があるため本研究では MultiMediaEditor の改良を

試み、よりユーザの使いやすいシステムを目指した。  

2 章では MultiMediaEditor の特徴を述べ、3 章ではそ

の問題点と解決法を述べる。4 章で評価実験の結果を

示し、5 章で関連研究について、6 章でまとめを述べる。 

 

図 1 インタラクティブな動画視聴  

 

2. MultiMediaEditor 

ここでは MultiMediaEditor について説明する。 2.1

では MultiMediaEditor の仕様概略について説明し、2.2、

2.3、2.4 でシステムで特徴的な機能である物体領域抽

出、物体領域追跡、失敗検知･修正について詳細に述べ

る。  

2.1. 仕様概略仕様概略仕様概略仕様概略  

MulitiMediaEditor で読み込まれた動画はシーン分割

され、シーン一覧が表示される。ユーザはその中から



 

 

タグ付けしたい物体領域の含まれたフレーム画像列の

始めのフレームと終わりのフレームを指定し、始めの

フレーム画像において物体領域を抽出する。次にシス

テムが自動的に後続フレームにおいて物体領域の追跡

を行い、物体領域追跡の失敗を検知する。最後にユー

ザーが失敗したフレームにおいて修正をし、物体領域

のタグ付け・保存をする。  

2.2. 物体領域抽出物体領域抽出物体領域抽出物体領域抽出  

物体領域の抽出には、静止画中の物体領域内及び背

景領域内にユーザが数本の線を描くだけで物体領域を

抽出可能とする LazySnapping[2]手法を用いている。物

体領域にはマウスの左ドラッグで黄色い線を、背景領

域には右ドラッグで青い線を引く。線を 1 本追加する

度に、より精度の高い物体領域の再抽出が行われるた

め、ユーザは抽出結果を見ながら線の追加、削除を行

うことができる。図 2 は、ユーザが背景線を追加する

ことで抽出される物体領域が変化する様子である。抽

出された物体領域は赤い線で囲まれる。  

 

図 2 背景線を追加し物体領域を再抽出する  

 

1 フレーム目      2 フレーム目     3 フレーム目 

図 3 失敗したフレームと前後のフレーム  

2.3. 物体領域追跡物体領域追跡物体領域追跡物体領域追跡  

後続のフレーム画像において順次物体領域が自動

的に抽出される。その際、物体領域全体を追跡するの

ではなくユーザが描いた線を追跡し、各フレーム画像

においてその追跡した線を元に物体領域を抽出するこ

とで、動画中での物体領域追跡を実現している。その

ため、たとえあるフレーム画像において物体領域抽出

の失敗があっても後続のフレーム画像への影響は小さ

い  (図 3)。  線追跡は画素単位で追跡している。  

2.4. 失敗検知･修正失敗検知･修正失敗検知･修正失敗検知･修正  

物体領域全体を追跡した場合、抽出される物体領域

はフレームを追うごとに徐々に精度が落ちていくため

物体領域面積も徐々に変化する。しかし線追跡で物体

領域の抽出をした場合、フレームを追うごとに変化す

るのは線である。また、LazySnapping は数本の短い線

で領域抽出可能であるが故に追跡した線が物体領域か

ら少しはみ出ただけで抽出対象でない領域を多く含ん

でしまうという性質がある。これらのことから線が

徐々に変化することで物体領域からはみ出し、抽出さ

れる物体領域は大きく変化してしまい、追跡失敗が起

きる。従って抽出失敗が起きた場合、失敗したフレー

ムとその前後のフレーム間では物体領域全体を追跡し

た場合に比べて物体領域の面積差が大きくなる。この

特徴を利用することで追跡失敗を自動検知してユーザ

に提示し、ユーザは提示されたフレーム画像において

再び線を描くことで失敗を修正することができる。  

 

3. MultiMediaEditor の問題点とその解決法の問題点とその解決法の問題点とその解決法の問題点とその解決法  

ここでは MultiMediaEditor の機能のうち問題のある

物体領域抽出、物体領域追跡、失敗修正における問題

点とその解決法について述べる。最大の問題点として

処理時間がかかることと追跡失敗の修正する際にユー

ザの作業負担が大きいことが挙げられる。そこで物体

領域抽出･追跡を高速化、失敗修正を半自動化すること

でユーザ負担削減を試みた。  

3.1. 物体領域抽出物体領域抽出物体領域抽出物体領域抽出  

LazySnapping は処理に時間がかかるという問題があ

る。そこで本研究では LazySnapping と同様に静止画中

の物体領域内及び背景領域内にユーザが数本の線を描

くだけで物体領域を抽出できる「切絵」[3]を新たに用

いた。切絵は計算コストの低い Seeded Region Growing

に基づいた手法で高速な物体抽出が可能となっている。

また、切絵は線が物体領域から少しでもはみ出ると抽

出される物体領域が大きく変化することから、切絵を

用いた場合にも失敗検知機能は機能すると考えられる。 

 

1 フレーム目      10 フレーム目    30 フレーム目 

図 4 線追跡における画素の分散  



 

 

3.2. 物体領域追跡物体領域追跡物体領域追跡物体領域追跡  

線追跡は画素単位で行っているため画素が増える

につれ処理時間も増えてしまうという問題がある。そ

こで高速化のため線領域内の画素を間引きしてから追

跡し、物体抽出前に復元を行うことにした。ただし、

追跡した線はフレームが進むごとに分散するという特

徴 (図 4)から復元は、全ての画素を通る 3 次のスプライ

ン補間曲線、一部の画素を通る 2 次の B-スプライン曲

線と 3 次のベジエ曲線、全ての画素を通らない 2 次の

回帰曲線の４種類の近似曲線を分散した画素から描く

ことで行う。  

3.3. 失敗修正の半自動化失敗修正の半自動化失敗修正の半自動化失敗修正の半自動化  

追跡失敗した場合、失敗したフレームに対してユー

ザが新たに線を加えるか線を消すなどして物体領域を

抽出しなおさなければならない。しかし、抽出失敗が

多いほど手作業で修正しなければならない箇所も増え、

ユーザ負担は増えてしまう。また修正を完全に自動化

した場合、修正がうまくいかなければかえってユーザ

の負担が増える可能性がある。なぜならば自動修正し

た結果が必ずしも修正できているとは限らず、また修

正する必要のないフレームまで自動修正する可能性が

あるからである。そこで本研究では修正を ”半 ”自動化

し、最終的な判断をユーザが行えるようにした。  

修正には分散した画素から滑らかな近似曲線を描

く方法と、失敗したフレームの一つ前のフレームにお

ける線そのまま利用する 2 つの方法 (以下、線の再利用 )

で半自動修正を試みた。近似曲線には 2 次の B-スプラ

イン曲線と 3 次のベジエ曲線、2 次の回帰曲線を用い

た。線の分散が激しく画素の一部が極端に外れてしま

うような場合には近似曲線を描くよりも線の再利用の

方が有効であると考えられる。  

 

4. 評価実験評価実験評価実験評価実験  

4.1 と 4.2 で使用する実験データとして、WEB 上で

公開されている動画データベース [4]から 3 種類選んだ。

それぞれの特徴を表 1 に示す。「面積 (先頭 )」は追跡す

るフレーム間における先頭フレーム画像の物体領域の

画素数、「動き量 (物体 )」「動き量 (背景 )」はそれぞれ物

体領域と背景領域の動きベクトルの絶対値の平均であ

る。  

表 1 実験データ 1 

 

4.1. 物体領域抽出物体領域抽出物体領域抽出物体領域抽出  

本実験では MulitMediaEditor への切絵の有効性を評

価した。表 1 の動画を対象に切絵を用いた場合と

LazySnapping を用いた場合それぞれの手法で 10、20、

30、40、50 フレーム間の追跡を 30 回ずつ行い、物体

領域抽出の処理時間と精度 SP・再現率 SR を、切絵と

LazySnapping で比較した (動画 1 結果：図 5,6)。精度

SP と再現率 SR は次式で定義される。  

     
)(

)(
),(

c

ch
chP

R�

RR�
RRS

∧
=  

      
)(

)(
),(

h

ch
chR

R�

RR�
RRS

∧
=  

ただし、�®は領域 R の画素数、Rh は真の物体領域、

Rc は抽出された物体領域、Rh∧Rc は Rh と Rc の共通領

域を表す。つまり、精度 SP は追跡された物体領域内で

真の物体領域が占める割合を表し、再現率 SR は真の物

体領域内で追跡できた物体領域の割合を表す。真の物

体領域とは各フレームで予め人手により抽出しておい

た物体領域である。  

 

図 5 物体抽出に要する処理時間  

 

 

図 6 精度 SP・再現率 SR (左 :LazySnapping、右 :切絵 ) 

実験結果から LazySnapping よりも切絵の方が圧倒

的に処理時間が少なく、物体領域抽出時間を短縮する

ことができたことが分かった。また、SP と SR は両手法

に大きな差は見られなかったことから切絵を用いたこ

とによる抽出結果への影響はないと考えられる。以上

のことから切絵は MultiMediaEditor に有効であること

が確認できた。  

4.2. 物体領域追跡物体領域追跡物体領域追跡物体領域追跡  

物体領域追跡において 3 次スプライン補間曲線 (以

動画 ファイル名面積(先頭)動き量(物体)動き量(背景)
1 Parasail 1719 2.62 8.39
2 indi118 4466 2.48 7.11
3 indi002 6426 0.694 1.72



 

 

下 3 次スプライン )、2 次の B-スプライン曲線 (以下 2

次スプライン )、3 次のベジエ曲線 (以下 3 次ベジエ )、2

次の回帰曲線 (以下 2 次回帰 )それぞれを用いた場合と

提案した手法を用いた場合の処理時間と追跡失敗の発

生回数を測定することで提案手法の有効性を検証した

(動画 1：表 2)。  

表 2 物体領域追跡の処理時間と追跡失敗回数  

どの手法も改善前よりも処理時間が削減されるこ

とが確認できた。しかし、3 次スプライン曲線は追跡

失敗の回数が増える傾向にあり、また、他の手法も対

象動画によっては増えることが確認された。失敗回数

を減らすことが今後の課題である。  

4.3. 半半半半自動修正の成功率自動修正の成功率自動修正の成功率自動修正の成功率  

本実験では表 1 の実験データとは別に追跡失敗の起こ

る動画を同様に 3 つ選択した。  

表 3 実験データ 2 

半自動修正の性能評価として成功率 A により評価した。

３つの動画に対して実験した結果を表 4 に示す。成功

率 A は次式で定義される。  
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ただし、�(F)は集合 F の要素の個数、F f は失敗した

フレームの集合、Fs は、失敗したフレームに自動修正

を行い実際に修正できたフレームの集合を表す。つま

り、成功率 A はシステムが失敗検知したフレームのう

ち自動修正が成功した割合を表す。ここでは修正後の

抽出領域の精度と再現率の調和平均が 0.7 以上のもの

を｢自動修正が成功した｣とした。  

表 4 自動修正の成功率  

表中の全手法は提案した手法全て用いた修正結果

である。前のフレームが失敗していると線を再利用し

ても修正はできない。しかし、全手法利用する場合は

失敗したフレームは修正され、その修正したフレーム

における線を次のフレームにおいて更に再利用するこ

とで修正が可能となるので、全手法を用いた場合にも

っとも成功率が高い結果が得られる傾向があった。  

 

5. 関連研究関連研究関連研究関連研究  

動 画 へ の メ タ デ ー タ エ デ ィ タ と し て 、 Metadata 

Production Framework and Metadata Editor がある [5]。こ

れは、動画のシーンに対して背景の色や音の有無など

シーン全体の特徴をメタデータとして編集するもので

あり、動画像中の物体に対してメタデータを編集する

ことはできない。従って物体領域に対してメタデータ

を作成する本研究とは異なる。  

動 画 像 中 の 物 体 領 域 抽 出 シ ス テ ム と し て 、

MaskMaster[6]があげられるが、このシステムは、物体

領域の輪郭をユーザが指定し、その輪郭を自動追跡す

る。そのため物体領域の追跡に失敗したときは、その

フレーム画像で再び輪郭をユーザが手作業で輪郭を指

定 す る 必 要 が あ る 。 こ の 領 域 抽 出 作 業 は 切 絵 や

LazySnapping では数本の線の入力で済むのに比べ、ユ

ーザに対する負担が大きいと考えられる。また、修正

作業も再び手作業で輪郭指定する必要があるため本シ

ステムよりもユーザ負担が大きいと考えられる。  

6. まとめまとめまとめまとめ  

動画中の物体領域に対してタグ付けを行う支援シ

ステム MultiMediaEditor の改良を試みた。実験では、

切絵を用いることと追跡線の情報を減らすことで物体

領域の追跡速度を高速化することができた。また、追

跡した画素を曲線で近似することと追跡失敗したフレ

ームのひとつ前の線を利用することで線追跡失敗を半

自動修正し、ユーザの負担を軽減することができるこ

とができた。今後はより自動修正の精度上げることを

目指す。  

文文文文    献献献献  
[1] 柴田一帆，林貴弘，尾内理紀夫 “線追跡を用い

た動画内物体追跡の検討 (仮想都市、複合現実感、
及び一般 )” 電子情報通信学会技術研究報告．
MVE，マルチメディア・仮想環境基礎，107(242)，
pp.109-114, 2007 

[2] Y. Li, J. Sun, C.K.Tang and H.Y.Shum, “Lazy 
Snapping” ACM Transactions on Graphics (TOG), 
Vol.23, Issue.3, pp.303-308, 2004 

[3] 清野達也，林貴弘，尾内理紀夫，三条正裕，森正
弥， “改良領域拡張法による高速画像切り抜き手
法の提案と評価 ”，情報処理学会論文誌，Vol.50，
No.12，pp.3233-3249，2009 

[4] The Open Video Project, http://www.open-video.org/ 

[5] Masanori Sano, Yoshihiko Kawai, Hideki Sumiyoshi, 
and Nobuyuki Yagi, “Metadata Production 
Framework and Metadata Editor, ” Proceedings of the 
14th annual ACM international conference on 
Multimedia, pp.789-790, Oct.2006 

[6] 井 田 孝 , “ オ ブ ジ ェ ク ト 画 像 切 出 し ソ フ ト
MaskMaster, ” 画像ラボ , 日本工業出版 , Vol.13, 
No.12, pp.47-51, Dec.2002.  

改善前
3次スプライン
曲線

2次スプライン
曲線

3次ベジ
エ曲線

2次回帰
曲線

処理時間
(sec)

0.154 0.109 0.109 0.113 0.102

追跡失敗
発生回数

0 3 0 0 0

動画 ファイル名 面積(先頭) 動き量（物体）動き量（背景）

1 stv_m1_01 372 1.65 1.81

2 indi002 15985 10.7 6.11

3 indi118 4317 2.39 7.26

動画 2次回帰
2次スプラ
イン

3次ベジ
エ

線の再利
用

全手法

1 57.1% 42.9% 85.7% 0.0% 85.7%
2 0.0% 0.0% 88.9% 0.0% 100.0%
3 100.0% 100.0% 100.0% 0.0% 100.0%


