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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　コンテンツを構成する音声データの言語解析に基づいて、上記コンテンツを構成する映
像データのチャプタ毎に、コンテンツ関連付け情報を取得する情報取得部と、
　上記取得されたコンテンツ関連付け情報を出力する情報出力部とを備え、
　上記コンテンツ関連付け情報は、
　チャプタ内の文章の文字列の情報と、該文字列における対応文字位置の情報が付加され
た各音声特徴区間の情報を含む
　情報処理装置。
【請求項２】
　上記コンテンツ関連付け情報は、
　上記コンテンツを構成する映像データの解析で検出された映像の動き情報をさらに含む
　請求項１に記載の情報処理装置。
【請求項３】
　上記情報出力部は、
　上記取得されたコンテンツ関連付け情報を上記コンテンツと関連付けて記録メディアに
記録する
　請求項１に記載の情報処理装置。
【請求項４】
　上記情報出力部は、
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　上記取得されたコンテンツ関連付け情報を上記コンテンツの送信単位に合わせてネット
ワークに送信する
　請求項１に記載の情報処理装置。
【請求項５】
　コンテンツを構成する音声データの言語解析に基づいて、上記コンテンツを構成する映
像データのチャプタ毎に、コンテンツ関連付け情報を取得する情報取得ステップと、
　上記取得されたコンテンツ関連付け情報を出力する情報出力ステップとを有し、
　上記コンテンツ関連付け情報は、
　チャプタ内の文章の文字列の情報と、該文字列における対応文字位置の情報が付加され
た各音声特徴区間の情報を含む
　情報処理方法。
【請求項６】
　コンテンツを構成する音声データの言語解析に基づいて上記コンテンツを構成する映像
データのチャプタ毎に得られたコンテンツ関連付け情報を取得する情報取得部と、
　上記取得されたコンテンツ関連付け情報に基づいて、上記コンテンツに関する表示を制
御する表示制御部とを備え、
　上記コンテンツ関連付け情報は、
　チャプタ内の文章の文字列の情報と、該文字列における対応文字位置の情報が付加され
た各音声特徴区間の情報を含む
　表示制御装置。
【請求項７】
　上記表示制御部は、
　上記コンテンツ関連付け情報に基づいて、上記コンテンツの有用度の高い第１の区間と
有用度の低い第２の区間を特定し、
　上記コンテンツのタイムラインが上記第１の区間と上記第２の区間とが識別可能な状態
で表示されるように制御する
　請求項６に記載の表示制御装置。
【請求項８】
　上記表示制御部は、
　上記タイムラインの所定区間の選択に応じて、上記コンテンツ関連付け情報に含まれる
文字列情報を利用して、該所定区間の音声に対応する文字列が表示されるように制御する
　請求項７に記載の表示制御装置。
【請求項９】
　上記表示制御部は、
　上記所定区間の音声に対応する文字列と共に、前後の区間の音声に対応した文字列も表
示され、
　上記所定区間の音声に対応する文字列がハイライト表示されるように制御する
　請求項８に記載の表示制御装置。
【請求項１０】
　上記ハイライト表示は、他の区間とは表示色を異ならせることによるハイライト表示で
ある
　請求項９に記載の表示制御装置。
【請求項１１】
　上記表示制御部は、
　上記コンテンツ関連付け情報に含まれる文字列情報で示される文字列の文節毎の区間に
分割された上記コンテンツのタイムラインが表示されると共に、
　該タイムラインの各区間に対応して、該各区間の音声に対応した文字列が表示されるよ
うに制御する
　請求項６に記載の表示制御装置。
【請求項１２】
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　コンテンツを構成する音声データの言語解析に基づいて上記コンテンツを構成する映像
データのチャプタ毎に得られたコンテンツ関連付け情報を取得する情報取得ステップと、
　上記取得されたコンテンツ関連付け情報に基づいて、上記コンテンツに関する表示を制
御する表示制御ステップとを有し、
　上記コンテンツ関連付け情報は、
　チャプタ内の文章の文字列の情報と、該文字列における対応文字位置の情報が付加され
た各音声特徴区間の情報を含む
　表示制御方法。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本技術は、情報処理装置、情報処理方法、表示制御装置および表示制御方法に関し、特
に、音声を含むコンテンツを処理する情報処理装置等に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、ユーザの嗜好を考慮、類推して、コンテンツ群から面白いと思われる部分のみを
抽出して再生する方法が存在する。万人が面白いと思う箇所を特定する方法では、どうし
ても抽出対象となるコンテンツが少なくなる。そのため、スライドショー等で用いるには
不足分のコンテンツを補う必要がある。また、ユーザの嗜好を考慮する場合は、ユーザの
嗜好を特定するためのデータベースをどのように作るかという問題がある。
【０００３】
　例えば、特許文献１において、スピーチ等を収録したコンテンツの中から自動的にチャ
プタを生成し再生するという技術が提案されている。この技術は、音の波形解析から、音
声の塊を判定し、音声の塊単位でチャプタジャンプを実施することで、視聴するというも
のである。また、例えば、特許文献２において、音解析から編集ポイントを自動判定する
技術が提案されている。この技術は、一定時間無音区間が続く場合に該当区間を編集ポイ
ントとして記憶しておき、後の編集時にカット編集するものである。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】国際公開第２００９／０２５１５５号
【特許文献２】特開平１０－８４５２６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　特許文献１で提案されている技術では、スピーチの内容を聴く上で不要な区間を特定す
ることができず。コンテンツ中の有意な箇所のみを切り出して再生することまではできな
い。また、音声の塊を音の振幅によって判定するため、語尾が間延びしてしまった区間等
を判定することができてない。
【０００６】
　また、特許文献２で提案されている技術では、会話やスピーチ時に発生する冗長な区間
として考えられる、長すぎる無声区間を特定することはできる。しかし、音声以外で発生
している音や、音声ではあるが会話やスピーチの内容を聴く上で、意味をなさない音のみ
の区間を特定することができない。一般に、会話の最中には、なるべく無意味な区間がな
いようにするため、音声検出される区間においても有意な区間か無効な区間かを判定する
方法が望まれる
【０００７】
　本技術の目的は、編集ポイント特定のための良好な情報の提供を実現することにある。
【課題を解決するための手段】
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【０００８】
　本技術の概念は、
　音声を含むコンテンツの言語解析に基づいて、該コンテンツの編集ポイントを特定する
ための情報を取得する情報取得部と、
　上記取得された情報を出力する情報出力部とを備える
　情報処理装置にある。
【０００９】
　本技術において、情報取得部により、音声を含むコンテンツの言語解析に基づいて、こ
のコンテンツの編集ポイントを特定するための情報が取得される。例えば、この編集ポイ
ントを特定するための情報は、編集ポイントの近傍期間における言語解析による言語情報
を含む、ようにされてもよい。この場合、例えば、言語情報は、音声の発音情報、音声の
文字列情報などを含む、ようにされてもよい。
【００１０】
　情報出力部により、取得されたコンテンツの編集ポイントを特定するための情報が出力
される。例えば、情報出力部は、この情報をコンテンツと関連付けて記録メディアに記録
する、ようにされてもよい。また、例えば、情報出力部は、この情報をコンテンツの送信
単位に合わせてネットワークに送信する、ようにされてもよい。
【００１１】
　このように本技術においては、音声を含むコンテンツに対して言語解析に基づいてその
コンテンツの編集ポイントを特定するための情報を取得して出力するものであり、編集ポ
イント特定のための良好な情報の提供が可能となる。
【００１２】
　なお、本技術において、例えば、情報出力部は、編集ポイントの近傍期間における、コ
ンテンツに含まれる映像の動き情報をさらに出力する、ようにされてもよい。このように
映像の動き情報をさらに出力することで、編集ポイントを特定するための情報として、さ
らに有用な情報の提供が可能となる。
【００１３】
　また、本技術の他の概念は、
　音声を含むコンテンツの言語解析に基づいて得られた、該コンテンツの編集ポイントを
特定するための情報を取得する情報取得部と、
　上記取得された情報に基づいて、上記コンテンツに関する表示を制御する表示制御部と
を備える
　表示制御装置にある。
【００１４】
　本技術において、情報取得部により、音声を含むコンテンツの言語解析に基づいて得ら
れた、このコンテンツの編集ポイントを特定するための情報が取得される。例えば、この
編集ポイントを特定するための情報は、編集ポイントの近傍期間における言語解析による
言語情報を含む、ようにされてもよい。この場合、例えば、言語情報は、音声の発音情報
、音声の文字列情報などを含む、ようにされてもよい。そして、表示制御部により、取得
された情報に基づいて、コンテンツに関する表示が制御される。
【００１５】
　例えば、表示制御部は、編集ポイントを特定するための情報に基づいて、コンテンツの
有用度の高い第１の区間と有用度の低い第２の区間を特定し、コンテンツのタイムライン
が第１の区間と第２の区間とが識別可能な状態で表示されるように制御する、ようにされ
てもよい。
【００１６】
　この場合、例えば、表示制御部は、タイムラインの所定区間の選択に応じて、言語情報
に含まれる文字列情報を利用して、該所定区間の音声に対応する文字列が表示されるよう
に制御する、ようにされてもよい。このとき、例えば、表示制御部は、所定区間の音声に
対応する文字列と共に、前後の区間の音声に対応した文字列も表示され、所定区間の音声
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に対応する文字列がハイライト表示されるように制御する、ようにされてもよい。ここで
、ハイライト表示は、例えば、他の区間とは表示色を異ならせることによるハイライト表
示などである。
【００１７】
　また、例えば、表示制御部は、言語情報に含まれる文字列情報で示される文節毎の区間
に分割されたコンテンツのタイムラインが表示されると共に、このタイムラインの各区間
に対応して、各区間の音声に対応した文字列が表示されるように制御する、ようにされて
もよい。
【００１８】
　このように本技術においては、音声を含むコンテンツの言語解析に基づいて得られた、
このコンテンツの編集ポイントを特定するための情報に基づいて、コンテンツに関する表
示を制御するものである。そのため、コンテンツに関する表示、例えば編集のためのタイ
ムライン等の表示を良好に行うことが可能となる。
【発明の効果】
【００１９】
　本技術によれば、編集ポイント特定のための良好な情報の提供を実現できる。
【図面の簡単な説明】
【００２０】
【図１】実施の形態としての情報処理装置の構成例を示すブロック図である。
【図２】音声特徴検出部の処理手順の一例を示すフローチャートである。
【図３】テキスト変換部の処理手順の一例を示すフローチャートである。
【図４】言語解析結果記録フォーマット変換部が作成するコンテンツ関連付け構造体、文
字列構造体を示す図である。
【図５】文字列、音声特徴区間（スプリット）および映像データ（コンテンツ）との対応
関係の一例を模式的に示す図である。
【図６】実施の形態としての編集装置の構成例を示すブロック図である。
【図７】言語解析情報リスト生成部における文章毎のサブチャプタ登録の処理手順の一例
を示すフローチャートである。
【図８】音声特徴区間の有用度の高低を判定する処理手順の一例を示すフローチャートで
ある。
【図９】テキスト情報取得部における文字列データの取得の処理手順の一例を示すフロー
チャートである。
【図１０】表示部に表示される編集画面の表示例を示す図である。
【図１１】ユーザがマウス操作等でタイムラインの所定サブチャプタ区間の選択を行った
場合に、その所定サブチャプタ区間およびその前後の区間の音声に対応した文字列が表示
されることを説明するための図である。
【図１２】言語解析情報リスト生成部における文章毎のサブチャプタ登録の処理手順の一
例を示すフローチャートである。
【図１３】各音声特徴区間（スプリット）毎に分割されたタイムラインが表示され、さら
に各音声特徴区間に対応させてその区間の音声に対応した文字列が表示されることを示す
図である。
【図１４】テーブル生成部におけるテーブル生成の処理手順の一例を示すフローチャート
である。
【図１５】単語選択による映像検索システムを説明するための図である。
【図１６】ネットワークへのライブストリームを実施する場合における情報処理装置の構
成例を示すブロック図である。
【図１７】ネットワーク送信を行う場合におけるコンテンツ関連付け構造体の一例を示す
図である。
【図１８】情報処理装置の他の構成例を示すブロック図である。
【図１９】解析情報統合部で作成するコンテンツ関連付け構造体およびそれに含まれる文
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字列構造体、動き構造体などを示す図である。
【図２０】編集装置の他の構成例を示すブロック図である。
【図２１】音声特徴区間の有用度の高低を判定する処理手順の他の例を示すフローチャー
トである。
【図２２】コンピュータの構成例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００２１】
　以下、発明を実施するための形態（以下、「実施の形態」とする）について説明する。
なお、説明を以下の順序で行う。
　１．実施の形態
　２．変形例
【００２２】
　＜１．実施の形態＞
　［情報処理装置の構成例］
　図１は、情報処理装置１０の構成例を示している。この情報処理装置１０は、映像入力
部１０１と、音声入力部１０２と、動画多重化部１０３と、言語解析部１０４と、言語マ
ッチングデータベース１０５と、動画／言語解析情報関連付け部１０６と、記録メディア
１０７を有している。
【００２３】
　映像入力部１０１は、コンテンツを構成する映像データを入力する部分である。音声入
力部１０２は、上述の映像入力部１０１に入力される映像データに対応した、コンテンツ
を構成する音声データを入力する部分である。動画多重化部１０３は、映像入力部１０１
に入力された映像データと音声入力部１０２に入力された音声データを多重化して多重化
データを生成する。
【００２４】
　言語解析部１０４は、音声特徴検出部１０４ａ、テキスト変換部１０４ｂおよび言語解
析結果記録フォーマット変換部１０４ｃを有している。音声特徴検出部１０４ａは、音声
入力部１０２に入力された音声データを解析して、音声特徴区間（スプリット）を検出す
る。音声特徴検出部１０４ａは、音声特徴区間を検出する毎に、音声特徴の種別を示す発
音情報と、開始および終了の時間情報を出力する。
【００２５】
　音声特徴区間は、例えば、（ａ）母音の長音（う～ん、え～、あ～、など）区間、（ｂ
）破裂音、強いアクセントで始まる区間、（ｃ）擬音表現の区間、（ｄ）音声の高低の変
化区間、等である。（ａ）の母音の長音区間は、話している中では比較的無意味な区間で
ある可能性が高く、編集時にはカットしたい区間である。（ｂ）の破裂音、強いアクセン
トで始まる区間は、話をしている人が強調したいところ、驚いたところ等であって、編集
時には採用したい区間である。
【００２６】
　（ｃ）の擬音表現の区間は、話をしている人が何かを説明したいが適切な言葉を思い出
せないか、あるいはその何かを強調したいと思ったところであって、編集時には採用した
い区間である。（ｄ）の音の高低の変化区間に関して、低への変化区間はより説明的な部
分であることが多く、高への変化区間は、感情的表現が行われていることが多く、いずれ
も編集時には採用したい区間である。
【００２７】
　図２のフローチャートは、音声特徴検出部１０４ａの処理手順の一例を示している。ま
ず、音声特徴検出部１０４ａは、ステップＳＴ１において、音声データの入力を受け付け
る。次に、音声特徴検出部１０４ａは、ステップＳＴ２において、音声解析を行う。次に
、音声特徴検出部１０４ａは、ステップＳＴ３において、音声特徴区間の開始から終了ま
で進んだ状態にあるか否か、つまり音声特徴区間が検出されたか否かを判断する。
【００２８】
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　音声特徴区間が検出されていないとき、音声特徴検出部１０４ａは、ステップＳＴ１に
戻って、上述したと同様の処理を繰り返す。一方、音声特徴区間が検出されるとき、音声
特徴検出部１０４ａは、ステップＳＴ４において、音声特徴区間の種別を特定し、その種
別情報と、開始および終了の時間情報を、検出された音声特徴区間の情報として出力する
。その後、音声特徴検出部１０４ａは、ステップＳＴ１に戻って、次の音声特徴区間の検
出処理に移る。
【００２９】
　テキスト変換部１０４ｂは、音声入力部１０２に入力された音声データを、言語マッチ
ングデータベース１０５を用いて言語解析し、動画のチャプタ毎に、それに含まれる文章
毎の文字列を抽出する。テキスト変換部１０４ｂは、文字列を検出する毎に、文字列デー
タと、開始および終了の時間情報を出力する。
【００３０】
　図３のフローチャートは、テキスト変換部１０４ｂの処理手順の一例を示している。ま
ず、テキスト変換部１０４ｂは、ステップＳＴ１１において、音声データの入力を受け付
ける。次に、テキスト変換部１０４ｂは、ステップＳＴ１２において、会話開始、すなわ
ち文章開始であるか否かを判断する。文章開始でないとき、テキスト変換部１０４ｂは、
ステップＳＴ１１に戻って、上述したと同様の処理を繰り返す。
【００３１】
　文章開始であるとき、テキスト変換部１０４ｂは、ステップＳＴ１３において、音声デ
ータに対して、言語解析を施し、テキスト化の処理を行う。そして、テキスト変換部１０
４ｂは、ステップＳＴ１４において、文章の区切れ目（音声の区切れ目）を検知したか否
かを判断する。区切れ目を検知していないとき、テキスト変換部１０４ｂは、区切れ目を
検知するまで、ステップＳＴ１５において音声データを入力し、ステップＳＴ１３におい
て言語解析を施し、テキスト化の処理を行う。
【００３２】
　文章の区切れ目を検知するとき、テキスト変換部１０４ｂは、ステップＳＴ１６におい
て、文章の情報、すなわち、文字列データと、開始および終了の時間情報を出力する。そ
の後、テキスト変換部１０４ｂは、ステップＳＴ１１に戻って、次の文章の言語解析によ
るテキスト化の処理に移る。
【００３３】
　図１に戻って、言語解析結果記録フォーマット変換部１０４ｃは、音声特徴検出部１０
４ａからの各音声特徴区間の情報と、テキスト変換部１０４ｂからの各文章の情報を、記
録フォーマットに変換する。
【００３４】
　ここで、言語解析結果記録フォーマット変換部１０４ｃは、チャプタ毎に、図４（ａ）
に示すような、コンテンツ関連付け構造体を作成する。「関連コンテンツを特定するＩＤ
」は、コンテンツのチャプタ識別情報である。「解析文字列のリスト」の部分に、チャプ
タに含まれる各文章の、図４（ｂ）に示すような、文字列構造体が含まれる。
【００３５】
　この文字列構造体には、文章の文字列データ（図示の例では“ＸＸＸＸＡＡＡＡＡＣＣ
ＣＣＣＣＢＢＢＢＢ”のデータ）が含まれ、また、この文字列の開始時間および終了時間
の情報が含まれる。ここで、開始時間は、文字列の発音が開始された時間を示し、終了時
間は文字列の発音が終了した時間を示す。開始時間および終了時間は、コンテンツを構成
する映像データおよび音声データとの対応関係を示すものとなる。つまり、開始時間およ
び終了時間は、この文字列がコンテンツのどの区間に対応するかを示し、編集時における
切り出しのために必要となる。
【００３６】
　また、この文字列構造体には、文章内の各音声特徴区間（スプリット）の情報が含まれ
る。１つの音声特徴区間の情報は、開始文字位置、開始時間および発音情報からなる。開
始文字位置は、文字列中の区切れ目位置を示す。この開始文字位置は、文字列と音声特徴
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区間とを対応させるために、文字列の何番目という形で記述される。例えば、図示の例に
おいて、文字列中の「ＡＡＡＡ」に対応する音声特徴区間における開始文字位置は、５文
字目である。
【００３７】
　開始時間は、区切れ目位置の時間を示し、コンテンツを構成する映像データおよび音声
データとの対応関係を示す。発音情報は、音声特徴の種別を示す。音声特徴の種別は、上
述したように、母音の長音区間、破裂音、強いアクセントで始まる区間、擬音表現の区間
、音声の高低の変化区間などである。
【００３８】
　図５は、文字列、音声特徴区間（スプリット）および映像データ（コンテンツ）との対
応関係の一例を模式的に示している。図５（ａ）は文字列を示し、図５（ｂ）は映像デー
タの各フレームをフィルム形式で模式的に表している。この例では、“ＸＸＸＸＡＡＡＡ
ＡＣＣＣＣＣＣＢＢＢＢＢ”の文字列に、「split[0]」－「split[3]」の４個の音声特徴
区間（スプリット）が含まれている。
【００３９】
　図１に戻って、動画／言語解析情報関連付け部１０６は、動画多重化部１０３で得られ
る映像データおよび音声データの多重化データと、言語解析部１０４で得られるコンテン
ツ関連付け構造体とを、関連付けして、記録メディア１０７に記録する。ここで、関連付
けは、例えば、以下の（ａ）～（ｄ）のような形式で記録メディアに記録することで行う
ことができる。
【００４０】
　（ａ）チャプタ毎に、チャプタの多重化データの末尾にそれに対応するコンテンツ関連
付け構造体（図４参照）を付加して、記録する。（ｂ）チャプタ毎に、チャプタの多重化
データと、それに対応するコンテンツ関連付け構造体とを、同名ファイル、拡張子違いで
、記録する。（ｃ）チャプタ毎に、チャプタの多重化データと、それに対応するコンテン
ツ関連付け構造体を任意のファイル名で記録するが、それらを関連付けするための別デー
タベースを作成しておく。
【００４１】
　（ｄ）チャプタ毎に、チャプタの多重化データと、それに対応するコンテンツ関連付け
構造体を任意のファイル名で記録するが、各チャプタのコンテンツ関連付け構造体の中に
、対応する多重化データを特定する情報、例えばＵＵＩＤ（Universally Unique Identif
ier）を埋め込んでおく。
【００４２】
　図１に示す情報処理装置１０の動作を説明する。映像入力部１０１に入力される映像デ
ータは、動画多重化部１０３に供給される。また、音声入力部１０２に入力される音声デ
ータは、動画多重化部１０３に供給される。動画多重化部１０３では、映像データと音声
データとが多重化され、多重化データが得られる。
【００４３】
　また、音声データ入力部１０２に入力される音声データは、言語解析部１０４の音声特
徴検出部１０４ａおよびテキスト変換部１０４ｂに供給される。音声特徴検出部１０４ａ
では、音声データが解析されて、音声特徴区間（スプリット）が検出される。この音声特
徴検出部では、音声特徴区間が検出される毎に、音声特徴区間の種別を示す発音情報と、
開始および終了の時間情報が出力される。
【００４４】
　また、テキスト変換部１０４ｂでは、音声データが、言語マッチングデータベース１０
５が用いられて言語解析され、動画のチャプタ毎に、それに含まれる文章毎の文字列が検
出される。このテキスト変換部１０４では、文章毎の文字列が検出される毎に、文字列デ
ータと、開始および終了の時間情報が出力される。
【００４５】
　言語解析部１０４において、音声特徴検出部１０４ａの出力情報およびテキスト変換部
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１０ｂの出力情報は、言語解析結果記録フォーマット変換部１０４ｃに供給される。この
フォーマット変換部１０４ｃでは、音声特徴検出部１０４ａからの各音声特徴区間の情報
と、テキスト変換部１０４ｂからの各文章の情報が、記録フォーマットに変換される。
【００４６】
　すなわち、このフォーマット変換部１０４ｃでは、チャプタ毎に、コンテンツ関連付け
構造体が作成される（図４（ａ）参照）。このコンテンツ関連付け構造体には、チャプタ
に含まれる各文章の文字列構造体が含まれる（図４（ｂ）参照）。この文字列構造体には
、文章の文字列データが含まれ、また、この文字列の開始時間および終了時間の情報が含
まれる。また、この文字列構造体には、文章内の各音声特徴区間（スプリット）の情報が
含まれる。ここで、１つの音声特徴区間の情報には、開始文字位置、開始時間および発音
情報が含まれる。
【００４７】
　動画多重化部１０３で得られる映像データおよび音声データの多重化データは、動画／
言語解析情報関連付け部１０６に供給される。また、この関連付け部１０６には、言語解
析部１０４で得られる記録フォーマット化された各文章の情報（コンテンツ関連付け構造
体）が供給される。この関連付け部１０６では、映像データおよび音声データの多重化デ
ータに対して、各文章の情報が関連付けされて、記録メディア１０７に記録することが行
われる。
【００４８】
　上述したように、図１に示す情報処理装置１０においては、コンテンツを構成する音声
データに対して言語解析が行われて、チャプタ毎に、コンテンツ関連付け構造体が作成さ
れる。このコンテンツ関連付け構造体には、音声データの解析による音声特徴区間（スプ
リット）の情報が含まれると共に、テキスト変換による文字列データ等が含まれる。そし
て、コンテンツを構成する映像データおよび音声データの多重化データと共に、コンテン
ツ関連付け構造体が関連付けされて、記録メディア１０７に記録される。そのため、編集
ポイント特定のための良好な情報の提供が可能となる。
【００４９】
　［編集装置の構成例］
　図６は、編集装置２０の構成例を示している。この編集装置２０は、上述の図１に示す
情報処理装置１０で記録メディア１０７に記録された各チャプタの多重化データおよびコ
ンテンツ関連付け構造体を取り扱う。この編集装置２０は、動画読み込み部２０１と、言
語解析情報読み込み部２０２と、動画／言語解析情報関連付け部２０３と、言語解析情報
リスト生成部２０４を有している。また、この編集装置２０は、タイムライン（チャプタ
）生成部２０５と、表示制御部２０６と、テキスト情報取得部２０７と、表示部２０８を
有している。
【００５０】
　動画読み込み部２０１は、記録メディア１０７から、編集に係る所定のチャプタの映像
データおよび音声データの多重化データを読み込む。言語解析情報読み込み部２０２は、
記録メディア１０７から、動画読み込み部２０１で読み込まれた所定チャプタの映像デー
タおよび音声データの多重化データに対応したコンテンツ関連付け構造体（図４参照）を
読み込む。この際、動画／言語解析情報関連付け部２０３は、チャプタの識別情報あるい
はファイル情報などの関連付け情報を、言語解析情報読み込み部２０２に送る。
【００５１】
　言語解析情報リスト生成部２０４は、言語解析情報読み込み部２０２で読み込まれたコ
ンテンツ関連付け構造体を取り込み、言語解析情報リストを生成する。すなわち、このリ
ストには、所定のチャプタに含まれる文章毎の文字列データ、開始時間および終了時間が
登録される。また、このリストには、その文章毎の、各音声特徴区間（スプリット）の開
始文字位置、開始時間および発音情報が登録される。
【００５２】
　さらに、このリストには、その文章毎に、各音声特徴区間（スプリット）の有用度の高
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低が判定され、有用度の高低で区分けした区間、つまりサブチャプタが登録される。この
サブチャプタの登録では、そのサブチャプタの識別情報と、そのサブチャプタの開始位置
、終了位置の情報とが関連付けされて記憶される。
【００５３】
　図７のフローチャートは、リスト生成部２０４における、文章毎のサブチャプタ登録の
処理手順の一例を示している。リスト生成部２０４は、ステップＳＴ３１で処理を開始し
、その後に、ステップＳＴ３２の処理に移る。このステップＳＴ３２において、リスト生
成部２０４は、処理対象の文字列構造体を取り出す。
【００５４】
　次に、リスト生成部２０４は、ステップＳＴ３３において、最初の音声特徴区間（スプ
リット）の情報を処理対象の音声特徴区間として取り出す。そして、リスト生成部２０４
は、ステップＳＴ３４において、その音声特徴区間が有用度の高い区間であるか低い区間
であるかを判定する。
【００５５】
　次に、リスト生成部２０４は、ステップＳＴ３５において、区間切り替わりか否かを判
定する。区間切り替わりでないとき、リスト生成部２０４は、ステップＳＴ３３に戻って
、次の音声特徴区間（スプリット）の情報を処理対象の音声特徴区間として取り出し、そ
の処理に移る。一方、区間切り替わりであるとき、リスト生成部２０４は、ステップＳＴ
３４において、切り替わり前までの区間についてサブチャプタの登録を行う。
【００５６】
　その後、リスト生成部２０４は、ステップＳＴ３３に戻って、次の音声特徴区間（スプ
リット）の情報を処理対象の音声特徴区間として取り出し、その処理に移る。なお、次の
音声特徴区間がないときは、サブチャプタ登録がされていないそこまでの区間についてサ
ブチャプタ登録を行って、処理を終了する。
【００５７】
　図８は、図７のフローチャートにおけるステップＳＴ３４の区間判定の処理手順の一例
を示している。リスト生成部２０４は、ステップＳＴ４１において、処理を開始し、その
後に、ステップＳＴ４２の処理に移る。このステップＳＴ４２において、リスト生成部２
０４は、処理対象の音声特徴区間が母音の長音区間であるか否かを判定する。
【００５８】
　母音の長音区間でないとき、リスト生成部２０４は、ステップＳＴ４３において、処理
対象の音声特徴区間の開始文字列が辞書に存在するか否かを判定する。辞書に存在すると
き、リスト生成部２０４は、ステップＳＴ４４において、処理対象の音声特徴区間は有用
度の高い区間と判定する。その後、リスト生成部２０４は、ステップＳＴ４５において、
処理を終了して戻る。
【００５９】
　ステップＳＴ４３で辞書に存在しないとき、リスト生成部２０４は、ステップＳＴ４６
において、処理対象の音声特徴区間が破裂音で始まる区間か否かを判定する。破裂音で始
まる区間であるとき、リスト生成部２０４は、ステップＳＴ４４において、処理対象の音
声特徴区間は有用度の高い区間と判定する。その後、リスト生成部２０４は、ステップＳ
Ｔ４５において、処理を終了して戻る。
【００６０】
　ステップＳＴ４２で処理対処の音声特徴区間が母音の長音区間であるとき、あるいはス
テップＳＴ４６で処理対処の音声特徴区間が破裂音で始まる区間でないとき、リスト生成
部２０４は、ステップＳＴ４７において、処理対象の音声特徴区間は有用度の低い区間と
判定する。その後、リスト生成部２０４は、ステップＳＴ４５において、処理を終了する
。
【００６１】
　図６に戻って、タイムライン生成部２０５は、動画読み込み部２０１で読み込まれた、
編集に係る所定のチャプタの映像データおよび音声データのタイムラインを作成する。こ
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のタイムラインの作成は、表示制御部２０６の制御のもとで行われる。表示制御部２０６
は、上述の言語解析情報リストに登録されるサブチャプタ登録に基づいて、有用度の高い
区間と有用度の低い区間とが識別可能な状態でタイムラインが作成されるように、タイム
ライン生成部２０５の動作を制御する。
【００６２】
　テキスト情報取得部２０７は、タイムラインに対応させて表示する文字列データを、言
語解析情報リストに基づいて取得する。このテキスト情報の取得は、表示制御部２０６の
制御のもとで行われる。表示制御部２０６は、ユーザによるタイムラインの所定サブチャ
プタ区間の選択情報に基づいて、その所定サブチャプタ区間およびその前後のサブチャプ
タ区間の音声に対応した文字列データが取得されるように、テキスト情報取得部２０７の
動作を制御する。なお、ユーザは、所定サブチャプタ区間の選択を、図示しないマウス等
のポインティングデバイスを操作することで行う。
【００６３】
　図９のフローチャートは、テキスト情報取得部２０７における文字列データの取得の処
理手順の一例を示している。テキスト情報取得部２０７は、ステップＳＴ５１において、
ユーザによるサブチャプタの選択処理があるとき、処理を開始する。
【００６４】
　次に、テキスト情報処理部２０７は、ステップＳＴ５２において、選択されたサブチャ
プタの開始位置、終了位置の情報を取得する。この場合、テキスト情報処理部２０７は、
表示制御部２０６から与えられる選択されたサブチャプタの識別情報に基づき、言語解析
情報リスト生成部２０４で生成された言語解析情報リストから、そのサブチャプタの開始
位置、終了位置の情報を取得する。
【００６５】
　次に、テキスト情報処理部２０７は、ステップＳＴ５３において、サブチャプタ区間お
よびその前後の区間の文字列データを取得する。この場合、ステップＳＴ５２で取得され
たそのサブチャプタの開始位置、終了位置の情報に基づき、言語解析情報リストの対応す
る音声特徴区間（スプリット）の情報を参照して、必要な文字列データを取得する。
【００６６】
　図６に戻って、表示部２０８は、ＬＣＤ（Liquid Crystal Display）等のディスプレイ
を用いて構成されており、編集画面を表示する。この表示部２０８は、表示制御部２０６
の制御のもと、タイムライン生成部２０５で生成されたタイムラインを表示し、さらに、
テキスト情報取得部２０７で取得された文字列を表示する。
【００６７】
　図１０は、表示部２０８に表示される編集画面の表示例を示している。画面の下部に水
平方向に延びる映像タイムラインＶＴＬおよび音声タイムラインＡＴＬが並べて表示され
ている。また、画面の右上部にプレビュー画面領域ＰＶＳが設けられている。プレビュー
画面領域には、例えば、ユーザが映像タイムラインＶＴＬ上で指定した位置における静止
画、あるいはその位置からの動画が表示される。タイムラインＶＴＬ，ＡＴＬは、図示の
ように、有用度の高いサブチャプタ区間ＨＳと有用度の低いサブチャプタ区間ＬＳとが、
例えば明度、色相、彩度、模様などにより識別可能な状態で表示されている。
【００６８】
　ユーザがマウス操作等でタイムラインの所定サブチャプタ区間の選択を行った場合、図
１１に示すように、この所定サブチャプタ区間およびその前後の区間の音声に対応した文
字列が表示される。この場合、例えば、全ての文字列を同じ状態で表示されてもよいが、
この実施の形態において、例えば、所定サブチャプタ区間の音声に対応した文字列は、そ
の前後の区間の音声の文字列に対して、表示色を異ならせる等の方法で、ハイライト表示
される。これにより、所定サブチャプタ区間の文字列とその他の区間の文字列を、視覚的
に容易に区別可能となる。
【００６９】
　図６に示す編集装置２０の動作を説明する。動画読み込み部２０１では、記録メディア
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１０７から、編集に係る所定のチャプタの映像データおよび音声データの多重化データが
読み込まれる。また、言語解析情報読み込み部２０２では、記録メディア１０７から、動
画読み込み部２０１で読み込まれた所定チャプタの映像データおよび音声データの多重化
データに対応したコンテンツ関連付け構造体が読み込まれる（図４参照）。
【００７０】
　言語解析情報読み込み部２０２で読み込まれたコンテンツ関連付け構造体は、言語解析
情報リスト生成部２０４に供給される。このリスト生成部２０４では、コンテンツ関連付
け構造体に基づいて、言語解析情報リストが生成される。このリストには、所定のチャプ
タに含まれる文章毎の文字列データ、開始時間および終了時間が登録される。また、この
リストには、その文章毎の、各音声特徴区間（スプリット）の開始文字位置、開始時間お
よび発音情報が登録される。
【００７１】
　さらに、このリストには、その文章毎に、各音声特徴区間（スプリット）の有用度の高
低が判定され、有用度の高低で区分けした区間、つまりサブチャプタが登録される。この
サブチャプタの登録では、そのサブチャプタの識別情報と、そのサブチャプタの開始位置
、終了位置の情報とが関連付けされて記憶される。
【００７２】
　動画読み込み部２０１で読み込まれた、編集に係る所定のチャプタの映像データおよび
音声データは、タイムライン生成部２０５に供給される。このタイムライン生成部２０５
では、編集に係る所定のチャプタの映像データおよび音声データのタイムラインが作成さ
れる。この場合、表示制御部２０６の制御のもと、言語解析情報リストに登録されるサブ
チャプタ登録に基づいて、有用度の高い区間と有用度の低い区間とが識別可能な状態でタ
イムラインが作成される。
【００７３】
　タイムライン生成部２０５で生成されたタイムラインの情報は、表示部２０８に供給さ
れる。表示部２０８には、表示制御部２０６の制御のもと、映像タイムラインＶＴＬおよ
び音声タイムラインＡＴＬが表示される。この場合、タイムラインＶＴＬ，ＡＴＬは、有
用度の高い区間ＨＳと有用度の低い区間ＬＳとが識別可能な状態で表示される（図１０参
照）。
【００７４】
　また、言語解析情報リスト生成部２０４で生成される言語解析情報リストは、テキスト
情報取得部２０７に供給される。また、このテキスト情報取得部２０７には、ユーザによ
るタイムラインの所定サブチャプタ区間の選択に応じて、表示制御部２０６から、その所
定サブチャプタ区間の識別情報が供給される。
【００７５】
　テキスト情報取得部２０７では、タイムラインに対応させて表示する文字列データとし
て、言語解析情報リストに基づいて、ユーザの選択に係る所定サブチャプタ区間およびそ
の前後のサブチャプタ区間の音声に対応した文字列データが取得される。この文字列デー
タは、表示部２０８に供給される。表示部２０８の編集画面には、ユーザの選択に係る所
定サブチャプタ区間およびその前後のサブチャプタ区間の音声に対応した文字列が表示さ
れる（図１１参照）。
【００７６】
　上述したように、図６に示す編集装置２０においては、記録メディア１０７から編集に
係る所定チャプタの映像データおよび音声データの多重化データが読み込まれるとき、そ
れに関連付けて記録されているコンテンツ関連付け構造体の読み込みが行われ、言語解析
情報リストが生成される。このコンテンツ関連付け構造体には、音声データの解析による
音声特徴区間（スプリット）の情報が含まれると共に、テキスト変換による文字列データ
等が含まれる。
【００７７】
　多重化データに基づいて映像や音声のタイムラインが作成されるとき、言語解析情報リ
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ストに登録されるサブチャプタ登録に基づいて、有用度の高い区間と有用度の低い区間と
が識別可能な状態でタイムラインが作成される。そのため、編集画面において、映像タイ
ムラインＶＴＬおよび音声タイムラインＡＴＬは、有用度の高い区間ＨＳと有用度の低い
区間ＬＳとが識別可能な状態で表示される。そのため、ユーザは、両区間の境界を編集ポ
イントとして活用でき、適切な編集を行うことができる。
【００７８】
　また、ユーザがタイムライン上でマウス等を操作して所定サブチャプタを選択するとき
、言語解析情報リストに基づいて、ユーザの選択に係る所定サブチャプタ区間およびその
前後のサブチャプタ区間の音声に対応した文字列データが取得される。そのため、編集画
面には、ユーザの選択に係る所定サブチャプタ区間およびその前後のサブチャプタ区間の
音声に対応した文字列が表示される。そのため、ユーザは、コンテンツを再生することな
く、ある程度のコンテンツの認識が可能となり、編集を効率的かつ効果的に行うことがで
きる。
【００７９】
　＜２．変形例＞
　「サブチャプタ登録の他の例」
　なお、上述実施の形態においては、編集装置２０の言語解析情報リスト生成部２０４で
は、音声特徴区間（スプリット）毎に有用度の高低判定を行って、有用度の高低で区分け
した区間をサブチャプタとして登録するものである。そして、表示部２０８には、有用度
の高い区間ＨＳと、有用度の低い区間ＬＳに分割された、映像、音声のタイムラインが表
示されるものである。
【００８０】
　しかし、文節毎の各区間、つまり各音声特徴区間（スプリット）をサブチャプタとして
登録し、表示部２０８には、文節毎に分割された映像、音声のタイムラインを表示し、さ
らに、各文節に対応して文字列を表示するようにすることも考えられる。
【００８１】
　図１２のフローチャートは、言語解析情報リスト生成部２０４（図６参照）における、
文章毎のサブチャプタ登録の処理手順の一例を示している。リスト生成部２０４は、ステ
ップＳＴ６１で処理を開始し、その後に、ステップＳＴ６２の処理に移る。このステップ
ＳＴ６２において、リスト生成部２０４は、処理対象の文章の文字列構造体を取り出す。
【００８２】
　次に、リスト生成部２０４は、ステップＳＴ６３において、ステップＳＴ６２で取り出
された文字列構造体に含まれる最初の音声特徴区間（スプリット）の情報を取り出す。そ
して、リスト生成部２０４は、ステップＳＴ６４において、その音声特徴区間をサブチャ
プタとして登録する。このサブチャプタの登録では、そのサブチャプタの識別情報と、そ
のサブチャプタの開始位置、終了位置の情報とが関連付けされて記憶される。
【００８３】
　その後、リスト生成部２０４は、ステップＳＴ６３に戻って、次の音声特徴区間（スプ
リット）の情報を処理対象の音声特徴区間として取り出し、その処理に移る。なお、次の
音声特徴区間がないときは、処理を終了する。
【００８４】
　タイムライン生成部２０５では、編集に係る所定のチャプタの映像データおよび音声デ
ータのタイムラインを作成する際に、言語解析情報リストに登録されるサブチャプタ登録
に基づいて、音声特徴区間（スプリット）毎に分割されたタイムラインが作成される。ま
た、テキスト情報取得部２０７では、言語解析情報リストから、各音声特徴区間（スプリ
ット）の音声に対応した文字列データがそれぞれ取得される。
【００８５】
　そのため、表示部２０８には、タイムライン生成部２０５で生成されたタイムラインの
情報により、図１３に示すように、各音声特徴区間（スプリット）毎に分割されたタイム
ラインＶＴＬ，ＡＴＬが表示される。また、表示部２０８には、テキスト情報取得部２０
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７で取得された文字列データに基づいて、各音声特徴区間（スプリット）に対応させて、
その区間の音声に対応した文字列が表示される。
【００８６】
　「単語選択による映像検索システム」
　また、上述していないが、編集装置２０において、言語解析情報読み込み部２０２で読
み込まれる編集に係る所定チャプタのコンテンツ関連付け構造体に基づいて、文字列を構
成する単語と、その単語が属する音声特徴区間（スプリット）との対応関係を示すテーブ
ルを作成できる。そして、このテーブルを用いて、選択された単語が存在する音声特徴区
間（スプリット）に対応した映像を検索するシステムを構成できる。
【００８７】
　図１４のフローチャートは、テーブル生成部（図６には図示していない）におけるテー
ブル生成の処理手順の一例を示している。テーブル生成部は、ステップＳＴ７１において
、処理を開始する。その後、テーブル作成部は、ステップＳＴ７２において、記録メディ
ア１０７から編集に係る所定ピクチャの映像データおよび音声データの多重化データに関
連付けられたコンテンツ関連付け構造体を読み込む（図４参照）。
【００８８】
　次に、テーブル生成部は、ステップＳＴ７３において、コンテンツ関連付け構造体に含
まれる各文字列に対応した文字列構造体を取り出す。そして、テーブル生成部は、ステッ
プＳＴ７４において、各文字列構造体に含まれる文字列から単語を抽出する。この場合、
擬音も単語として含める。そして、テーブル生成部は、ステップＳＴ７５において、ステ
ップＳＴ７４で抽出した単語と、その単語が属する音声特徴区間（スプリット）との対応
関係を、テーブルに登録する。
【００８９】
　ステップＳＴ７４の単語抽出処理と、ステップＳＴ７５のテーブル登録処理を、全ての
単語について行うまで繰り返す。全ての単語について処理が終了したとき、テーブル生成
部は、処理を終了する。
【００９０】
　図１５は、上述のように生成されたテーブルを用いた検索例を示している。例えば、表
示部２０８に表示される編集画面に、例えば、図１５（ａ）に示すように、テーブルに登
録された単語が、「Ａ」から始まる単語、「Ｂ」から始まる単語、・・・等のように分類
されて表示される。
【００９１】
　ユーザがその中から所定の単語を選択するとき、テーブルが参照されて、その単語が属
する音声特徴区間（スプリット）が取得され、その区間の所定フレーム、例えば、最初と
最後のフレームの画像が、例えば、図１５（ｂ）に示すように、編集画面のプレビュー画
面領域ＰＶＳに表示される。なお、プレビュー画面領域ＰＶＳに、該当する区間の動画が
表示されるようにしてもよい。また、これと共に、タイムライン上に該当区間が明示され
るようにしてもよい。
【００９２】
　「ネットワークへの送信」
　また、上述実施の形態において、情報処理装置１０（図１参照）の動画／言語解析情報
関連付け部１０６は、コンテンツを構成する映像データおよび音声データの多重化データ
と言語解析情報（コンテンツ関連付け構造体）とを記録メディア１０７に関連付けて記録
する例を示した。
【００９３】
　しかし、ネットワークへのライブストリームを実施する場合には、コンテンツを構成す
る映像データおよび音声データの多重化データに言語解析情報を関連付けて送信すること
になる。その場合、多重化データは、例えば４秒とかの送信単位（バッファリング単位）
で送信されるが、参照性をよくするために、言語解析情報もその送信単位で区切られたも
のとする。
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【００９４】
　図１６は、ネットワークへのライブストリームを実施する場合における情報処理装置１
０Ａの構成例を示している。この図１６において、図１と対応する部分には同一符号を付
し、適宜、その詳細説明は省略する。
【００９５】
　言語解析部１０４の言語解析結果記録フォーマット変換部１０４cAは、コンテンツを構
成する映像データおよび音声データの多重化データの送信単位毎に、図１７に示すような
、コンテンツ関連付け構造体を作成する。「関連コンテンツを特定するＩＤ」は、コンテ
ンツのチャプタ識別情報である。
【００９６】
　また、このコンテンツ関連付け構造体には、「参考テキスト」、「開始時間」、「継続
時間」、「発音情報」などの情報が含まれる。「参考テキスト」の情報は、送信単位区間
中に発生された言葉の文字列データである。「開始時間」は、区切れ目位置の開始時間位
置を示す。「継続時間」は、区切れ目位置の継続時間を示し、送信単位区間に対応した最
長継続時間以下の時間である。「発音情報」は、音声特徴の種別を示す。音声特徴の種別
は、上述したように、母音の長音区間、破裂音、強いアクセントで始まる区間、擬音表現
の区間、音声の高低の変化区間などである。
【００９７】
　動画／言語解析情報関連付け部１０６Ａは、動画多重化部１０３で得られた多重化デー
タを、送信単位で、順次ネットワーク１０８に送信する。その際、動画／言語解析情報関
連付け部１０６Ａは、送信単位毎に、言語解析部１０４で生成されたコンテンツ関連付け
構造体（図１７参照）を付加して送信する。
【００９８】
　なお、図１６に示す情報処理装置１０Ａにあっては、破線矢印で示すように、言語マッ
チングデータベース１０５は、ネットワーク（クラウド）１０８に存在するものを利用す
ることもできる。
【００９９】
　「動き解析情報の付加」
　また、上述実施の形態においては、映像データおよび音声データの多重化データに言語
解析情報のみ関連付けて記録あるいは送信する例を示した。しかし、映像データから取得
される動き解析情報を、さらに、関連付けて記録あるいは送信することも考えられる。こ
れにより、編集ポイントを特定するための情報として、さらに有用な情報の提供が可能と
なる。
【０１００】
　図１８は、情報処理装置１０Ｂの構成例を示している。この図１８において、図１と対
応する部分には同一符号を付し、適宜、その詳細説明は省略する。この情報処理装置１０
Ｂは、映像入力部１０１と、音声入力部１０２と、動画多重化部１０３と、言語解析部１
０４と、言語マッチングデータベース１０５を有している。また、この情報処理装置１０
Ｂは、動き特徴検出部１１１と、動き解析結果記録フォーマット変換部１１２と、解析情
報統合部１１３と、動画／解析情報関連付け部１０６Ｂと、記録メディア１０７を有して
いる。
【０１０１】
　言語解析部１０４は、音声特徴検出部１０４ａ、テキスト変換部１０４ｂおよび言語解
析結果記録フォーマット変換部１０４cBを有している。記録フォーマット変換部１０４cB
は、チャプタに含まれる文章毎に、音声特徴検出部１０４ａからの各音声特徴区間の情報
と、テキスト変換部１０４ｂからの各文章の情報に基づいて、図１９（ｄ）に示すような
、文字列構造体を作成する。
【０１０２】
　この文字列構造体には、図１９（ｂ）に示すような、解析情報構造体が含まれる。この
解析情報構造体は、「構造種別」、「開始時間」および「終了時間」の情報を持っている
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。文字列構造体に含まれる解析情報構造体にあっては、「構造種別」の情報は文字列構造
であることを示し、開始時間は文字列の発音が開始された時間を示し、終了時間は文字列
の発音が終了した時間を示す。
【０１０３】
　また、文字列構造体には、文章の文字列データ（図示の例では“ＸＸＸＸＡＡＡＡＡＣ
ＣＣＣＣＣＢＢＢＢＢ”のデータ）が含まれる。また、この文字列構造体には、文章内の
各音声特徴区間（スプリット）の情報が含まれる。１つの音声特徴区間の情報は、開始文
字位置、開始時間および発音情報からなる。開始文字位置は、文字列中の区切れ目位置を
示す。この開始文字位置は、文字列と音声特徴区間とを対応させるために、文字列の何番
目という形で記述される。例えば、図示の例において、文字列中の「ＡＡＡＡ」に対応す
る音声特徴区間における開始文字位置は、５文字目である。
【０１０４】
　動き特徴検出部１１１は、映像入力部１０１に入力された映像データを解析して、動き
特徴を検出する。ここで、検出される動き特徴には、フォーカス位置移動、撮影方向変化
などがある。動き特徴検出部１１１は、動き特徴区間毎に、動き特徴の種別と、開始およ
び終了の時間情報を出力する。
【０１０５】
　動き解析結果記録フォーマット変換部１１２は、動き特徴区間毎に、動き特徴検出部１
１１１からの動き特徴区間の情報に基づいて、図１９（ｄ）に示すような、動き構造体を
作成する。この動き構造体には、図１９（ｂ）に示すような、解析情報構造体が含まれる
と共に、動き特徴の種別、例えばフォーカス位置移動、撮影方向変化などを示す「動き種
別」の情報が含まれる。
【０１０６】
　解析情報構造体は、「構造種別」、「開始時間」および「終了時間」の情報を持ってい
る。動き構造体に含まれる解析情報構造体にあっては、「構造種別」の情報は動き構造で
あることを示し、開始時間は動き特徴区間の開始時間を示し、終了時間は動き特徴区間の
終了時間を示す。
【０１０７】
　解析情報統合部１１３は、チャプタ毎に、言語解析部１０４の言語解析結果記録フォー
マット変換部１０４cBで作成された文字列構造体と、動き解析結果記録フォーマット変換
部１１２で作成された動き構造体とを統合し、図１９（ａ）に示すような、コンテンツ関
連付け構造体を作成する。「関連コンテンツを特定するＩＤ」は、コンテンツのチャプタ
識別情報である。「解析情報のリスト」の部分に、各文章の文字列構造体と、各動き特徴
区間の動き構造体が含まれる。
【０１０８】
　動画／解析情報関連付け部１０６Ｂは、動画多重化部１０３で得られる映像データおよ
び音声データの多重化データと、解析情報統合部１１３で得られるコンテンツ関連付け構
造体とを、関連付けして、記録メディア１０７に記録する。図１８に示す情報処理装置１
０Ｂのその他は、図１に示す情報処理装置１０と同様に構成され、同様に動作する。
【０１０９】
　図２０は、編集装置２０Ｂの構成例を示している。この図２０において、図６と対応す
る部分には同一符号を付し、その詳細説明は省略する。この編集装置２０Ｂは、上述の図
１８に示す情報処理装置１０Ｂで記録メディア１０７に記録された各チャプタの多重化デ
ータおよびコンテンツ関連付け構造体を取り扱う。
【０１１０】
　この編集装置２０Ｂは、動画読み込み部２０１と、言語解析情報読み込み部２０２Ｂと
、動画／解析情報関連付け部２０３Ｂと、解析情報リスト生成部２０４Ｂを有している。
また、この編集装置２０Ｂは、タイムライン（チャプタ）生成部２０５と、表示制御部２
０６と、テキスト情報取得部２０７と、表示部２０８を有している。
【０１１１】
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　解析情報読み込み部２０２Ｂは、記録メディア１０７から、動画読み込み部２０１で読
み込まれた所定チャプタの映像データおよび音声データの多重化データに対応したコンテ
ンツ関連付け構造体（図１９参照）を読み込む。この際、動画／解析情報関連付け部２０
３Ｂは、チャプタの識別情報あるいはファイル情報などの関連付け情報を、解析情報読み
込み部２０２Ａに送る。
【０１１２】
　解析情報リスト生成部２０４Ｂは、解析情報読み込み部２０２Ｂで読み込まれたコンテ
ンツ関連付け構造体を取り込み、解析情報リストを生成する。すなわち、このリストには
、所定のチャプタに含まれる文章毎の文字列データ、開始時間および終了時間が登録され
る。また、このリストには、その文章毎の、各音声特徴区間（スプリット）の開始文字位
置、開始時間および発音情報が登録される。また、このリストには、所定のチャプタに含
まれる動き特徴区間毎の種別情報、開始時間および終了時間が登録される。
【０１１３】
　さらに、このリストには、文章毎に、各音声特徴区間（スプリット）の有用度の高低が
判定され、有用度の高低で区分けした区間、つまりサブチャプタが登録される。このサブ
チャプタの登録では、そのサブチャプタの識別情報と、そのサブチャプタの開始位置、終
了位置の情報とが関連付けされて記憶される。
【０１１４】
　リスト生成部２０４Ｂにおける、文章毎のサブチャプタ登録の処理は、上述の図６の編
集装置２０と同様に、図７のフローチャートに沿って行われる。ただし、ステップＳＴ３
４の区間判定処理は、図８のフローチャートの代わりに、ここでは、図２１のフローチャ
ートに示すように、言語解析情報だけでなく、動き解析情報をも使用されて、行われる。
【０１１５】
　リスト生成部２０４Ｂは、ステップＳＴ８１において、処理を開始し、その後に、ステ
ップＳＴ８２の処理に移る。このステップＳＴ８２において、リスト生成部２０４Ｂは、
処理対象の音声特徴区間が母音の長音区間であるか否かを判定する。
【０１１６】
　母音の長音区間でないとき、リスト生成部２０４Ｂは、ステップＳＴ８３において、処
理対象の音声特徴区間の開始文字列が辞書に存在するか否かを判定する。辞書に存在する
とき、リスト生成部２０４Ｂは、ステップＳＴ８４において、処理対象の音声特徴区間は
有用度の高い区間と判定する。その後、リスト生成部２０４Ｂは、ステップＳＴ８５にお
いて、処理を終了して戻る。
【０１１７】
　ステップＳＴ８３で辞書に存在しないとき、リスト生成部２０４Ｂは、ステップＳＴ８
６において、処理対象の音声特徴区間が破裂音で始まる区間か否かを判定する。破裂音で
始まる区間であるとき、リスト生成部２０４Ｂは、ステップＳＴ８４において、処理対象
の音声特徴区間は有用度の高い区間と判定する。その後、リスト生成部２０４Ｂは、ステ
ップＳＴ８５において、処理を終了して戻る。
【０１１８】
　ステップＳＴ８２で処理対処の音声特徴区間が母音の長音区間であるとき、あるいはス
テップＳＴ８６で処理対処の音声特徴区間が破裂音で始まる区間でないとき、リスト生成
部２０４Ｂは、ステップＳＴ８７において、近傍の動き情報では有用か否かを判定する。
例えば、リスト生成部２０４Ｂは、近傍にフォーカス位置移動、あるいは撮影方向変化の
動き特徴区間が存在するとき、有用であると判定する。
【０１１９】
　有用と判定するとき、リスト生成部２０４Ｂは、ステップＳＴ８４において、処理対象
の音声特徴区間は有用度の高い区間と判定する。その後、リスト生成部２０４Ｂは、ステ
ップＳＴ８５において、処理を終了して戻る。一方、有用でないと判定するとき、リスト
生成部２０４Ｂは、ステップＳＴ８７において、処理対象の音声特徴区間は有用度の低い
区間と判定する。その後、リスト生成部２０４Ｂは、ステップＳＴ８５において、処理を
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終了する。
【０１２０】
　図２０に戻って、タイムライン生成部２０５は、動画読み込み部２０１で読み込まれた
、編集に係る所定のチャプタの映像データおよび音声データのタイムラインを作成する。
このタイムラインの作成は、表示制御部２０６の制御のもとで行われる。表示制御部２０
６は、上述の解析情報リストに登録されるサブチャプタ登録に基づいて、有用度の高い区
間と有用度の低い区間とが識別可能な状態でタイムラインが作成されるように、タイムラ
イン生成部２０５の動作を制御する。
【０１２１】
　テキスト情報取得部２０７は、タイムラインに対応させて表示する文字列データを、解
析情報リストに基づいて取得する。このテキスト情報の取得は、表示制御部２０６の制御
のもとで行われる。表示制御部２０６は、ユーザによるタイムラインの所定サブチャプタ
区間の選択情報に基づいて、その所定サブチャプタ区間およびその前後のサブチャプタ区
間の音声に対応した文字列データが取得されるように、テキスト情報取得部２０７の動作
を制御する。なお、ユーザは、所定サブチャプタ区間の選択を、図示しないマウス等のポ
インティングデバイスを操作することで行う。
【０１２２】
　表示部２０８は、ＬＣＤ（Liquid Crystal Display）等のディスプレイを用いて構成さ
れており、編集画面を表示する。この表示部２０８は、表示制御部２０６の制御のもと、
タイムライン生成部２０５で生成されたタイムラインを表示し、さらに、テキスト情報取
得部２０７で取得された文字列を表示する。図２０に示す編集装置２０Ｂのその他は、図
６に示す編集装置２０と同様に構成され、同様に動作する。
【０１２３】
　「コンテンツ関連付け構造体による再生制御」
　また、上述実施の形態においては、チャプタ毎に、映像データおよび音声データの多重
化データに関連付けされているコンテンツ関連付け構造体に含まれる情報に基づいて、編
集画面の表示制御を行う例を示した。しかし、コンテンツ関連付け構造体に基づいて、コ
ンテンツのハイライト再生時における制御を行うことも考えられる。例えば、コンテンツ
関連付け構造体に基づいて有用度の低い区間と判定された区間を、不要区間として予め排
除した上で演出できる。そのため、より効率的にハイライトシーンを検出可能となる。
【０１２４】
　［本技術を適用したコンピュータの説明］
　上述した情報処理装置、編集装置における一連の処理は、ハードウェアにより行うこと
もでき、ソフトウェアにより行うこともできる。一連の処理をソフトウェアで行う場合に
は、そのソフトウェアを構成するプログラムが、汎用のコンピュータ等にインストールさ
れる。
【０１２５】
　図２２は、上述した一連の処理を実行するプログラムがインストールされるコンピュー
タの構成例を示している。プログラムは、コンピュータに内蔵されている記録媒体として
の記憶部３０８やＲＯＭ（Read Only Memory）３０２に予め記録しておくことができる。
【０１２６】
　また、プログラムは、リムーバブルメディア３１１に格納（記録）しておくことができ
る。このようにリムーバブルメディア３１１は、いわゆるパッケージソフトウェアとして
提供することができる。ここで、リムーバブルメディア３１１としては、例えば、フレキ
シブルディスク、ＣＤ－ＲＯＭ（Compact Disc Read Only Memory）、ＭＯ（MagnetoOpti
cal）ディスク、ＤＶＤ（Digital Versatile Disc）、磁気ディスク、半導体メモリなど
がある。
【０１２７】
　なお、プログラムは、上述したようなリムーバブルメディア３１１からドライブ３１０
を介してコンピュータにインストールする他、通信網や放送網を介して、コンピュータに
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ダウンロードし、内蔵する記憶部３０８にインストールすることもできる。すなわち、プ
ログラムは、例えば、ダウンロードサイトから、デジタル衛星放送用の人工衛星を介して
コンピュータに無線で転送し、あるいは、ＬＡＮ（Local Area Network）、インターネッ
トといったネットワークを介してコンピュータに有線で転送することができる。
【０１２８】
　コンピュータは、ＣＰＵ（Central Processing Unit）３０１を内蔵しており、ＣＰＵ
３０１には、バス３０４を介して、入出力インタフェース３０５が接続されている。ＣＰ
Ｕ３０１は、入出力インタフェース３０５を介して、ユーザによって、入力部３０６が操
作等されることにより指令が入力されると、それに従って、ＲＯＭ３０２に格納されてい
るプログラムを実行する。あるいは、ＣＰＵ３０１は、記憶部３０８に格納されたプログ
ラムを、ＲＡＭ（Random Access Memory）３０３にロードして実行する。
【０１２９】
　これにより、ＣＰＵ３０１は、上述したフローチャートに従った処理、あるいは上述し
たブロック図の構成により行われる処理を行う。そして、ＣＰＵ３０１は、その処理結果
を、必要に応じて、例えば、入出力インタフェース３０５を介して、出力部３０７から出
力、あるいは、通信部３０９から送信、さらには、記憶部３０８に記録等させる。なお、
入力部３０６は、キーボードや、マウス、マイク等で構成される。また、出力部３０７は
、ＬＣＤ（Liquid Crystal Display）やスピーカ等で構成される。
【０１３０】
　ここで、本明細書において、コンピュータがプログラムに従って行う処理は、必ずしも
フローチャートとして記載された順序に従って時系列に行われる必要はない。すなわち、
コンピュータがプログラムに従って行う処理は、並列的あるいは個別に実行される処理（
例えば、並列処理あるいはオブジェクトにより処理）も含む。また、プログラムは、一の
コンピュータ（プロセッサ）により処理されるものであっても良いし、複数のコンピュー
タによって分散処理されるものであってもよい。さらに、プログラムは、遠方のコンピュ
ータに転送されて実行されるものであってもよい。
【０１３１】
　また、本技術は、以下のような構成を取ることもできる。
　（１）音声を含むコンテンツの言語解析に基づいて、該コンテンツの編集ポイントを特
定するための情報を取得する情報取得部と、
　上記取得された情報を出力する情報出力部とを備える
　情報処理装置。
　（２）上記編集ポイントを特定するための情報は、上記編集ポイントの近傍期間におけ
る上記言語解析による言語情報を含む
　前記（１）に記載の情報処理装置。
　（３）上記言語情報は、上記音声の発音情報を含む
　前記（２）に記載の情報処理装置。
　（４）上記言語情報は、上記音声の文字列情報を含む
　前記（２）または（３）に記載の情報処理装置。
　（５）上記情報出力部は、
　上記編集ポイントの近傍期間における、上記コンテンツに含まれる映像の動き情報をさ
らに出力する
　前記（１）から（４）のいずれかに記載の情報処理装置。
　（６）上記情報出力部は、
　上記取得された情報を上記コンテンツと関連付けて記録メディアに記録する
　前記（１）から（５）のいずれかに記載の情報処理装置。
　（７）上記情報出力部は、
　上記取得された情報を上記コンテンツの送信単位に合わせてネットワークに送信する
　前記（１）から（５）のいずれかに記載の情報処理装置。
　（８）音声を含むコンテンツの言語解析に基づいて、該コンテンツの編集ポイントを特
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定するための情報を取得するステップと、
　上記取得された情報を出力する情報出力ステップとを備える
　情報処理方法。
　（９）音声を含むコンテンツの言語解析に基づいて得られた、該コンテンツの編集ポイ
ントを特定するための情報を取得する情報取得部と、
　上記取得された情報に基づいて、上記コンテンツに関する表示を制御する表示制御部と
を備える
　表示制御装置。
　（１０）上記編集ポイントを特定するための情報は、上記編集ポイントの近傍期間にお
ける上記言語解析による言語情報を含む
　前記（９）に記載の表示制御装置。
　（１１）上記表示制御部は、
　上記編集ポイントを特定するための情報に基づいて、上記コンテンツの有用度の高い第
１の区間と有用度の低い第２の区間を特定し、
　上記コンテンツのタイムラインが上記第１の区間と上記第２の区間とが識別可能な状態
で表示されるように制御する
　請求項（９）または（１０）に記載の表示制御装置。
　（１２）上記表示制御部は、
　上記タイムラインの所定区間の選択に応じて、上記言語情報に含まれる文字列情報を利
用して、該所定区間の音声に対応する文字列が表示されるように制御する
　前記（１１）に記載の表示制御装置。
　（１３）上記表示制御部は、
　上記所定区間の音声に対応する文字列と共に、前後の区間の音声に対応した文字列も表
示され、
　上記所定区間の音声に対応する文字列がハイライト表示されるように制御する
　前記（１２）に記載の表示制御装置。
　（１４）上記ハイライト表示は、他の区間とは表示色を異ならせることによるハイライ
ト表示である
　前記（１３）に記載の表示制御装置。
　（１５）上記表示制御部は、
　上記言語情報に含まれる文字列情報で示される文節毎の区間に分割された上記コンテン
ツのタイムラインが表示されると共に、
　該タイムラインの各区間に対応して、該各区間の音声に対応した文字列が表示されるよ
うに制御する
　前記（１０）に記載の表示制御装置。
　（１６）音声を含むコンテンツの言語解析に基づいて得られた、該コンテンツの編集ポ
イントを特定するための情報を取得する情報取得ステップと、
　上記取得された情報に基づいて、上記コンテンツに関する表示を制御する表示制御ステ
ップとを備える
　表示制御方法。
【符号の説明】
【０１３２】
　１０，１０Ａ，１０Ｂ・・・情報処理装置
　２０，２０Ｂ・・・編集装置
　１０１・・・映像入力部
　１０２・・・音声入力部
　１０３・・・動画多重化部
　１０４・・・言語解析部
　１０４ａ・・・音声特徴検出部
　１０４ｂ・・・テキスト変換部
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　１０４ｃ，１０４cA，１０４cB・・・言語解析結果記録フォーマット変換部
　１０５・・・言語マッチングデータベース
　１０６・・・動画／言語解析情報関連付け部
　１０７・・・記録メディア
　１０８・・・ネットワーク
　１１１・・・動き特徴検出部
　１１２・・・動き解析結果記録フォーマット変換部
　１１３・・・解析情報統合部
　２０１・・・動画読み込み部
　２０２・・・言語解析情報読み込み部
　２０２Ａ・・・解析情報読み込み部
　２０３・・・動画／言語解析情報関連付け部
　２０３Ａ・・・動画／解析情報関連付け部
　２０４・・・言語解析情報リスト生成部
　２０４Ａ・・・解析情報リスト生成部
　２０５・・・タイムライン生成部
　２０６・・・表示制御部
　２０７・・・テキスト情報取得部
　２０８・・・表示部

【図１】 【図２】
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【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】

【図１３】 【図１４】
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【図１５】 【図１６】

【図１７】 【図１８】
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【図１９】 【図２０】

【図２１】 【図２２】
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