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図1 映像コンテンツ要約の形式
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音響特徴としては，ハイライト生成と
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本稿で紹介した映像や音響の特徴解
析技術は，録画済みの番組以外にも，

ハーフタイムになると自動的に前半の

ことができ，効率的な閲覧が可能にな

ハイライトが生成されているというこ

るほか，話題単位での検索など高度な

とも考えられます．

映像アプリケーションが実現されます．

また，より番組の内容に踏み込んだ

さらには，映像ばかりではなく，テ

リアルタイム系への拡張により，スポ

手法も検討が進められています．例え

キストやグラフィックスが縦横無尽に

ーツ中継のハイライト生成への応用が

ば，
「話題分割技術」と呼ばれる手法が

配置されているWeb画面を，携帯電

考えられます．つまり，中継終了直後

あります ．ニュース番組では，一般
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イライトを生成するわけです．通常サ

れぞれのニュース項目が「話題」に相当

術3）など，多種類の情報形式の特徴を

ッカー中継においては，ハーフタイム

します．ニュース番組からこのような

活用し，時間・空間的にエッセンスを

において前半のハイライトなどが放映

話題の切替わり点を検出することによ

的確に抽出する手法が，日々考案され

されますが．この技術を適用すれば，

り，ニュース項目ごとに頭出しをする

ています．
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