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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　動画像データと、当該動画像データの代表静止画像を含むメニュー画面と、当該動画像
データ上の代表静止画像での取得位置を特定する画像取得位置情報とを記録した記録媒体
に対して、さらに動画像データを追加記録可能な動画像処理装置であって、
　追加記録の対象となった動画像データとともに、当該追加記録の対象となった動画像デ
ータについての画像取得位置情報の入力を受けて、当該入力された画像取得位置情報に基
づいて、当該追加記録の対象となった動画像データからその代表静止画像を取得する手段
と、
　前記記録媒体に予め記録されていた動画像データについて、当該予め記録されていた動
画像データとともに格納されている画像取得位置情報を参照し、当該予め記録されていた
動画像データからその代表静止画像を取得する手段と、
　前記追加記録の対象となった動画像データについて取得した代表静止画像と、予め記録
されていた動画像データについて取得した代表静止画像とに基づくメニュー画面を生成し
て、メニュー画面を更新する手段と、
　を含むことを特徴とする動画像処理装置。
【請求項２】
　動画像データと、当該動画像データの代表静止画像を含むメニュー画面と、当該動画像
データ上の代表静止画像での取得位置を特定する画像取得位置情報とを記録した記録媒体
に対して、さらに動画像データを追加記録可能な動画像処理装置を用いた動画像処理方法
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であって、
　追加記録の対象となった動画像データとともに、当該追加記録の対象となった動画像デ
ータについての画像取得位置情報の入力を受けて、当該入力された画像取得位置情報に基
づいて、当該追加記録の対象となった動画像データからその代表静止画像を取得する工程
と、
　前記記録媒体に予め記録されていた動画像データについて、当該予め記録されていた動
画像データとともに格納されている画像取得位置情報を参照し、当該予め記録されていた
動画像データからその代表静止画像を取得する工程と、
　前記追加記録の対象となった動画像データについて取得した代表静止画像と、予め記録
されていた動画像データについて取得した代表静止画像とに基づくメニュー画面を生成し
て、メニュー画面を更新する工程と、
　を実行することを特徴とする動画像処理方法。
【請求項３】
　動画像データと、当該動画像データの代表静止画像を含むメニュー画面と、当該動画像
データ上の代表静止画像での取得位置を特定する画像取得位置情報とを記録した記録媒体
に対して、さらに動画像データを追加記録可能な動画像処理装置に、
　追加記録の対象となった動画像データとともに、当該追加記録の対象となった動画像デ
ータについての画像取得位置情報の入力を受けて、当該入力された画像取得位置情報に基
づいて、当該追加記録の対象となった動画像データからその代表静止画像を取得する手順
と、
　前記記録媒体に予め記録されていた動画像データについて、当該予め記録されていた動
画像データとともに格納されている画像取得位置情報を参照し、当該予め記録されていた
動画像データからその代表静止画像を取得する手順と、
　前記追加記録の対象となった動画像データについて取得した代表静止画像と、予め記録
されていた動画像データについて取得した代表静止画像とに基づくメニュー画面を生成し
て、メニュー画面を更新する手順と、
　を実行させることを特徴とするプログラム。
【請求項４】
　動画像データと、当該動画像データの代表静止画像を含むメニュー画面と、当該動画像
データ上の代表静止画像での取得位置を特定する画像取得位置情報とを記録した記録媒体
に対して、さらに動画像データを追加記録可能な動画像処理装置に、
　追加記録の対象となった動画像データとともに、当該追加記録の対象となった動画像デ
ータについての画像取得位置情報の入力を受けて、当該入力された画像取得位置情報に基
づいて、当該追加記録の対象となった動画像データからその代表静止画像を取得する手順
と、
　前記記録媒体に予め記録されていた動画像データについて、当該予め記録されていた動
画像データとともに格納されている画像取得位置情報を参照し、当該予め記録されていた
動画像データからその代表静止画像を取得する手順と、
　前記追加記録の対象となった動画像データについて取得した代表静止画像と、予め記録
されていた動画像データについて取得した代表静止画像とに基づくメニュー画面を生成し
て、メニュー画面を更新する手順と、
　を実行させるプログラムを格納したコンピュータ可読な記録媒体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ＤＶＤのオーサリング等を行う動画像処理装置、動画像処理方法、及びプロ
グラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　ＤＶＤ（Digital Versatile Disk）を用いてテレビ番組などの動画像を記録する装置（
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ＤＶＤレコーダ）が普及しつつある。ＤＶＤでは動画像を複数記録した場合に、その各々
を容易に選択再生可能なように、記録されている動画像の一覧を提示する、いわゆるメニ
ュー画面が動画像とともに記録されているのが一般的である。このメニュー画面には、各
動画像のサムネイル画像が含められていることが多い。以下、従来のＤＶＤレコーダにお
けるメニュー画面の生成方法について説明する。
【０００３】
　従来のＤＶＤレコーダでは、処理の対象となったＤＶＤに記録されている動画像の各々
から、例えば利用者が指定した部分の再生画像を、それぞれの動画像の代表静止画として
取り出す。そして、当該取り出した代表静止画のサイズを縮小する処理を行って、サムネ
イル画像を生成する。次に、生成したサムネイル画像を予め定められた位置に配置して、
メニュー画面として用いる画像データを生成する。そして、処理対象となったＤＶＤに、
この画像データを記録してメニュー画面とする。なお、メニュー画面の背景を選択可能と
した製品画面の一例が、非特許文献１の「タイトルメニュー」の機能説明欄に開示されて
いる。
【非特許文献１】パイオニア株式会社，ＤＶＤレコーダカタログ，２００４年３月，１８
ページ
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、上記従来のＤＶＤレコーダにおける処理では、次のような問題点があっ
た。すなわち、各動画像から生成した個々のサムネイル画像は記録して残されないため、
動画像の追記などによってメニュー画面を更新したい場合には、再度サムネイル画像を生
成しなければならなくなる。また、過去のメニュー画面の生成時に、サムネイル画像とな
る場面を利用者が特に指定していた場合、利用者は、当該場面の指定を再度行わなければ
ならず、利便性が低い。
【０００５】
　本発明は上記実情に鑑みて為されたもので、メニュー画面の更新等におけるサムネイル
画像の再生成を容易にでき、利便性を向上できる動画像処理装置を提供することを、その
目的の一つとする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記従来例の問題点を解決するための本発明は、動画像データと、当該動画像データの
代表静止画像を含むメニュー画面と、当該動画像データ上の代表静止画像での取得位置を
特定する画像取得位置情報とを記録した記録媒体に対して、さらに動画像データを追加記
録可能な動画像処理装置であって、追加記録の対象となった動画像データとともに、当該
追加記録の対象となった動画像データについての画像取得位置情報の入力を受けて、当該
入力された画像取得位置情報に基づいて、当該追加記録の対象となった動画像データから
その代表静止画像を取得する手段と、前記記録媒体に予め記録されていた動画像データに
ついて、当該予め記録されていた動画像データとともに格納されている画像取得位置情報
を参照し、当該予め記録されていた動画像データからその代表静止画像を取得する手段と
、前記追加記録の対象となった動画像データについて取得した代表静止画像と、予め記録
されていた動画像データについて取得した代表静止画像とに基づくメニュー画面を生成し
て、メニュー画面を更新する手段と、を含むことを特徴としている。
【００１１】
　また、本発明の一態様は、動画像データと、当該動画像データの代表静止画像を含むメ
ニュー画面と、当該動画像データ上の代表静止画像での取得位置を特定する画像取得位置
情報とを記録した記録媒体に対して、さらに動画像データを追加記録可能な動画像処理装
置を用いた動画像処理方法であって、追加記録の対象となった動画像データとともに、当
該追加記録の対象となった動画像データについての画像取得位置情報の入力を受けて、当
該入力された画像取得位置情報に基づいて、当該追加記録の対象となった動画像データか
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らその代表静止画像を取得する工程と、前記記録媒体に予め記録されていた動画像データ
について、当該予め記録されていた動画像データとともに格納されている画像取得位置情
報を参照し、当該予め記録されていた動画像データからその代表静止画像を取得する工程
と、前記追加記録の対象となった動画像データについて取得した代表静止画像と、予め記
録されていた動画像データについて取得した代表静止画像とに基づくメニュー画面を生成
して、メニュー画面を更新する工程と、を実行することを特徴としている。
【００１２】
　さらに本発明の別の態様は、プログラムであって、動画像データと、当該動画像データ
の代表静止画像を含むメニュー画面と、当該動画像データ上の代表静止画像での取得位置
を特定する画像取得位置情報とを記録した記録媒体に対して、さらに動画像データを追加
記録可能な動画像処理装置に、追加記録の対象となった動画像データとともに、当該追加
記録の対象となった動画像データについての画像取得位置情報の入力を受けて、当該入力
された画像取得位置情報に基づいて、当該追加記録の対象となった動画像データからその
代表静止画像を取得する手順と、前記記録媒体に予め記録されていた動画像データについ
て、当該予め記録されていた動画像データとともに格納されている画像取得位置情報を参
照し、当該予め記録されていた動画像データからその代表静止画像を取得する手順と、前
記追加記録の対象となった動画像データについて取得した代表静止画像と、予め記録され
ていた動画像データについて取得した代表静止画像とに基づくメニュー画面を生成して、
メニュー画面を更新する手順と、を実行させることを特徴としている。
【００１３】
　また、本発明の別の態様は、コンピュータ可読な記録媒体であって、当該記録媒体に格
納されたプログラムが、動画像データと、当該動画像データの代表静止画像を含むメニュ
ー画面と、当該動画像データ上の代表静止画像での取得位置を特定する画像取得位置情報
とを記録した記録媒体に対して、さらに動画像データを追加記録可能な動画像処理装置に
、追加記録の対象となった動画像データとともに、当該追加記録の対象となった動画像デ
ータについての画像取得位置情報の入力を受けて、当該入力された画像取得位置情報に基
づいて、当該追加記録の対象となった動画像データからその代表静止画像を取得する手順
と、前記記録媒体に予め記録されていた動画像データについて、当該予め記録されていた
動画像データとともに格納されている画像取得位置情報を参照し、当該予め記録されてい
た動画像データからその代表静止画像を取得する手順と、前記追加記録の対象となった動
画像データについて取得した代表静止画像と、予め記録されていた動画像データについて
取得した代表静止画像とに基づくメニュー画面を生成して、メニュー画面を更新する手順
と、を実行させることを特徴としている。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１５】
　本発明の実施の形態について図面を参照しながら説明する。本発明の実施の形態に係る
動画像処理装置は、図１に示すように、制御部１１と、記憶部１２と、ハードディスク１
３と、操作部１４と、表示部１５と、記録媒体ドライブ１６とを含んで構成されている。
【００１６】
　制御部１１は、ＭＰＵ（Micro Processing Unit）などを用いて実現される。この制御
部１１は、記憶部１２に格納されているプログラムに従って動作しており、記録媒体ドラ
イブ１６にセットされる記録媒体（ＤＶＤなど）に記録される動画像データから代表静止
画像を生成する処理を実行する。また、制御部１１は、この代表静止画像を用いてサムネ
イル画像や、メニュー画面となる画像データを生成する処理を行う。これらの各処理の具
体的な内容については、後に詳しく述べる。なお、ここではＤＶＤ－ＲＷやＤＶＤ＋ＲＷ
など、ＤＶＤ技術に関連した書込可能な記録媒体を「ＤＶＤ」と総称するものとする。
【００１７】
　記憶部１２は、ＲＡＭ（Random Access Memory）など、メモリ素子を含んで構成される
。記憶部１２には、制御部１１によって実行されるプログラムが格納されている。また、
この記憶部１２は、制御部１１の処理によって生成される種々のデータなどを一時的に保
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持するワークメモリとしても動作する。ハードディスク１３は、動画像データなどを蓄積
して保持する記録媒体である。
【００１８】
　操作部１４は、キーボードやマウス、ゲームコントローラ、ボタン等であり、利用者の
指示操作を受け入れて、当該指示操作の内容を制御部１１に出力する。表示部１５は、デ
ィスプレイコントローラ等を含んで構成され、制御部１１から入力される指示に従い、画
像データに基づく映像信号を、外部のディスプレイやテレビ等に出力する。また、この表
示部１５は、ＬＥＤ等の発光素子を含んでもよく、制御部１１やハードディスク１３等の
各部から入力される信号に基づいて、当該発光素子を点灯、又は消灯させる。
【００１９】
　記録媒体ドライブ１６は、例えばＣＤ－Ｒや、ＤＶＤ、Blu-rayDisc（商標）等の記録
媒体を受け入れ、制御部１１から入力される指示に従って当該記録媒体に情報を書き込み
、又は当該記録媒体から情報を読み出して制御部１１に出力する。以下の説明では、記録
媒体ドライブ１６にセットされている媒体を「記録媒体」と呼ぶこととする。
【００２０】
　ここで制御部１１によって実行されるプログラムの具体的構成の例について説明する。
本実施の形態の動画像処理装置では、動画像ごとに利用者が指定した画像取得位置での再
生画像がサムネイル画像として利用される。すなわち制御部１１は、利用者から、動画像
データ上の位置の指定を記録するべき旨の指示操作を受けると、当該指定された画像取得
位置を表す画像取得位置情報と、対象となった動画像データを特定する情報とを関連付け
てハードディスク１３に格納する。ここで動画像データ上の位置は、例えば動画像の開始
時点からの経過時間（時・分・秒や、コマ数など）、すなわちタイムコードによって指定
すればよい。また、記録媒体上の記録位置を表す情報によっても指定できる。
【００２１】
　また制御部１１は、記録媒体に動画像データを記録したときなどに、メニュー画像の生
成処理を行う。このメニュー画像の生成処理は、機能的には図２に示すように、動画像デ
ータ取得処理部２１と、画像取得位置情報取得部２２と、代表静止画像取得部２３と、画
像取得位置情報記録部２４と、サムネイル画像生成処理部２５と、メニュー画像生成処理
部２６と、メニュー画像記録部２７とを含んで構成されている。
【００２２】
　動画像データ取得処理部２１は、記録媒体ドライブ１６に対して、記録媒体に記録され
ている動画像データのリストを取得するよう指示する。このリストは、例えば動画像デー
タのファイル一覧を取得する処理である。動画像データ取得処理部２１は、記録媒体ドラ
イブ１６から動画像データのリストを取得すると、このリストに含まれる動画像データを
特定する情報（データ特定情報）を、画像取得位置情報取得部２２に順次出力する。
【００２３】
　画像取得位置情報取得部２２は、動画像データ取得処理部２１から入力されるデータ特
定情報によって特定される動画像データについての画像取得位置を表す画像取得位置情報
を取得する。具体的に画像取得位置情報取得部２２は、特定された動画像データの画像取
得位置情報が記録媒体に記録されているか否かを調べ、記録されている場合には当該画像
取得位置情報を記録媒体から読み出して、データ特定情報とともに代表静止画像取得部２
３と画像取得位置情報記録部２４とに出力する。
【００２４】
　また、画像取得位置情報取得部２２は、特定された動画像データの画像取得位置情報が
記録媒体に記録されていない場合は、ハードディスク１３に当該動画像データの画像取得
位置情報が記録されているか否かを調べ、記録されている場合には当該画像取得位置情報
をハードディスク１３から読み出して、データ特定情報とともに代表静止画像取得部２３
と画像取得位置情報記録部２４とに出力する。
【００２５】
　さらに、画像取得位置情報取得部２２は、特定された動画像データの画像取得位置情報
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が記録媒体にも、ハードディスク１３にも記録されていない場合は、画像取得位置情報と
して、当該動画像データの冒頭部分の再生位置を表す情報を、画像取得位置情報として、
データ特定情報とともに代表静止画像取得部２３と画像取得位置情報記録部２４とに出力
する。なお、ここでは冒頭部分の再生位置を表す情報を出力することとしているが、これ
に代えて、例えば予め用意されたデフォルト画像を代表静止画像としてサムネイル画像生
成処理部２５に出力してもよい。
【００２６】
　代表静止画像取得部２３は、画像取得位置情報取得部２２から、データ特定情報と画像
取得位置情報との入力を受け入れる。そして当該データ特定情報で特定される動画像デー
タから、当該受け入れた画像取得位置情報で特定される画像取得位置における再生画像を
代表静止画像として取得する。具体的に、この代表静止画像取得部２３は、動画像データ
に基づいて画像取得位置情報で特定される画像取得位置での画像を再生し、この再生した
画像のデータを静止画として記憶部１２に取り込んで、代表静止画像を取得する。なお、
ここで画像取得位置は、具体的にはタイムスタンプによって示される再生位置のことであ
る。代表静止画像取得部２３は、この取得した代表静止画像と、当該代表静止画像の取り
出し元の動画像データを特定するデータ特定情報とを、サムネイル画像生成処理部２５に
出力する。
【００２７】
　画像取得位置情報記録部２４は、データ特定情報と、当該データ特定情報によって特定
される動画像データ上での代表静止画像の取り出し位置を表す画像取得位置情報とを、記
録媒体に書き込むよう、記録媒体ドライブ１６に指示する。なお、記録媒体に格納されて
いる動画像データについて順次、画像取得位置情報が入力されることとなるので、この画
像取得位置情報記録部２４は、図３に示すように、各動画像データごとに、動画像データ
を特定するデータ特定情報と、それに係る画像取得位置を表す画像取得位置情報とを互い
に関連づけたデータを、特定のファイル名を付して格納することとしてもよい。
【００２８】
　サムネイル画像生成処理部２５は、代表静止画像の入力を受け入れる。そして、当該代
表静止画像を所定のサイズに縮小してサムネイル画像を生成する。なお、例えば利用者が
メニュー画像の背景等を選択する場合、サムネイル画像のサイズは、当該背景等の種類に
応じて予め定めておけばよい。メニュー画像生成処理部２６は、所与のメニュー画像の背
景に、このサムネイル画像生成処理部２５が生成したサムネイル画像を配列して合成し、
メニュー画像データを生成する。
【００２９】
　メニュー画像記録部２７は、当該メニュー画像生成処理部２６にて生成されたメニュー
画像データを、記録媒体に記録するよう、記録媒体ドライブ１６に指示する。このように
本実施の形態では、各動画像データから取得された代表静止画像を、サムネイル画像を生
成し、さらにメニュー画像を生成する処理に供している。
【００３０】
　次に、本実施の形態の動画像処理装置の動作例について述べる。以下の説明では、予め
動画像データＰが記録されている記録媒体（ここではＤＶＤ－ＲＷであるとする）に対し
、ハードディスクに格納されている２つの動画像データＡ，Ｂをダビングして追加記録す
る際の動作を、説明する。なお、ＤＶＤ－ＲＷには、予め動画像データＰのほか、動画像
データＰのサムネイル画像を含むメニュー画面と、動画像データＰに関する画像取得位置
情報とが記録されているものとする。
【００３１】
　動画像処理装置は、各動画像データについての画像取得位置情報を利用者からの操作に
よって取得する。具体的に利用者は、動画像処理装置が動画像データＡの再生中、サムネ
イルとしたい場面が映されたときに、当該場面の位置の指定を記録するべき旨の指示操作
を行う。すると動画像処理装置は、動画像データＡを特定するデータ特定情報と、当該指
示操作のあったときに映されていた場面に対応するタイムコードとを関連付けてハードデ
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ィスク１３に記録する。
【００３２】
　利用者は、動画像データＢについても同様にして、サムネイルとしたい場面の位置の指
定を記録させておく。これにより、ハードディスク１３は、動画像データごとに、そのサ
ムネイルの元となる画面の現れる時点を特定する情報（画像取得位置情報）が記録される
ようになる。
【００３３】
　次に利用者が、記録媒体ドライブ１６にＤＶＤ－ＲＷをセットし、動画像データＡ，Ｂ
をＤＶＤ－ＲＷにダビングする指示操作を行うと、動画像処理装置は、動画像データＡ，
Ｂをハードディスク１３からＤＶＤ－ＲＷへ複写して記録する。これにより、ＤＶＤ－Ｒ
Ｗ内には、動画像データＰ，Ａ，Ｂの３つの動画像データが記録されているようになる。
【００３４】
　そして複写が完了すると、動画像処理装置は、メニュー画像の生成処理を開始する。す
なわち動画像処理装置の制御部１１は、図４に示すように、まず、画像取得位置情報デー
タベースの元となるファイルを初期化して（つまり空のファイルとして）生成して記憶部
１２に格納する（Ｓ１；初期化処理）。そして制御部１１は、ＤＶＤ－ＲＷに記録した動
画像データのリストを取得する（Ｓ２）。この場合は、動画像データＰ，Ａ，Ｂが記録さ
れているので、これらの動画像データを特定するデータ特定情報が取得される。なお、デ
ータ特定情報は、例えば各動画像データのファイル名などでよい。次に、動画像データの
リストのうち、未だ選択されていない動画像データの一つを注目動画像データとして選択
し（Ｓ３）、当該注目動画像データについて、その画像取得位置情報がＤＶＤ－ＲＷ（動
画像データの記録先の記録媒体）に記録されているか否かを調べる（Ｓ４）。ここで画像
取得位置情報が記録されていれば（Ｙｅｓならば）、当該画像取得位置情報を記録媒体か
ら読み出す（Ｓ５）。
【００３５】
　ここでの例の場合、動画像データＰについては予めその画像取得位置情報が記録されて
いる。このため注目動画像データが動画像データＰであるときには、その画像取得位置情
報がＤＶＤ－ＲＷから読み出される。
【００３６】
　制御部１１は、注目動画像データのうち、画像取得位置情報で特定される画像取得位置
の画像を再生し、この再生した画像のデータを静止画として記憶部１２に、代表静止画像
として取込む（Ｓ６）。なお代表静止画像には、注目動画像データのデータ特定情報を関
連付けて記憶部１２に格納しておく。
【００３７】
　また制御部１１は、図３に示したように、注目動画像データのデータ特定情報と、その
画像取得位置情報とを関連付けて記憶部１２の画像取得位置情報データベースに追記する
（Ｓ７）。制御部１１は、未だ注目動画像データとして選択されていない動画像データが
あるか否かを調べ（Ｓ８）、そのような未選択の動画像データがあれば（Ｙｅｓならば）
、処理Ｓ３に戻って未選択の動画像データの一つを選択して処理を繰返す。
【００３８】
　一方、処理Ｓ４において、注目動画像データについての画像取得位置情報がＤＶＤ－Ｒ
Ｗに記録されていない場合（Ｎｏの場合）、制御部１１はハードディスク１３に注目動画
像データを特定するデータ特定情報に関連付けられた画像取得位置情報が格納されている
か否かを調べる（Ｓ９）。ここでハードディスク１３に画像取得位置情報が格納されてい
れば（Ｙｅｓならば）、当該画像取得位置情報をハードディスク１３から読出して（Ｓ１
０）、処理Ｓ６に移行する。
【００３９】
　ここでの例では、動画像データＡ，Ｂについては、ハードディスク１３にそれぞれの代
表静止画像を取得する再生位置（画像取得位置）の情報が格納されている。そこで、これ
らの動画像データＡ，Ｂについては、それぞれに対応してハードディスク１３に格納され
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ている情報で特定される画像取得位置から各代表静止画像を取得することになる。
【００４０】
　また制御部１１は、処理Ｓ９において、ハードディスク１３に注目動画像データに係る
画像取得位置情報が格納されていないときには（Ｎｏのときには）、注目動画像データの
冒頭部分の画像（当該注目動画像データのタイムコードで０秒、１コマ目の画像）を表す
情報を画像取得位置情報として取得し（Ｓ１１）、処理Ｓ６に移行する。
【００４１】
　さらに制御部１１は、処理Ｓ８において、未選択の動画像データがなければ、つまりす
べての動画像データについて処理が終れば、記憶部１２に格納された代表静止画像の各々
からメニュー画像を生成する（Ｓ１２）。制御部１１は、さらに、ハードディスク１３に
格納した画像取得位置情報データベースをＤＶＤ－ＲＷに複写して記録させ（Ｓ１３）、
処理を終了する。なお、処理Ｓ１２においては、各代表静止画像データを縮小してサムネ
イル画像を生成し、メニュー画像の背景にこのサムネイル画像を配列して合成してメニュ
ー画像を生成すればよい。
【００４２】
　制御部１１は、生成されたメニュー画像のデータを、ＤＶＤ－ＲＷに記録するよう、記
録媒体ドライブ１６に指示する。これによりメニュー画像が更新されることとなる。
【００４３】
　このように、本実施の形態によれば、ＤＶＤ－ＲＷに予め記録されていた動画像データ
Ｐについても、更新前のメニュー画面で用いていたサムネイル画像と同じ画像が、そのま
ま更新後のメニュー画面用のサムネイル画像として再生成される。この際、利用者は、改
めてサムネイル画像の取得などの操作をする必要がなく、利便性を向上できる。
【００４４】
　また、この後、ＤＶＤ－ＲＷのメニュー画面を更新する場合でも、各動画像データＰ，
Ａ，Ｂのサムネイル画像の元となる画像の取得位置の情報がＤＶＤ－ＲＷに記録されてい
るので、当該情報を利用してサムネイル画像を再生成できる。
【００４５】
　なお、ここまでの説明では、利用者が動画像データについての画像取得位置を指定する
場合に、動画像を再生して、当該再生の途中で位置の記録を指示するとしていたが、次の
ようにしてもよい。すなわち制御部１１は、動画像データの再生中の画面から所定の画像
条件を満足する画面を少なくとも一つ抽出して、当該抽出した画面のリストを表示部１５
に提示する。利用者は、この表示部１５に提示された画面のリストのうちから、代表静止
画像の画像取得位置を選択する。
【００４６】
　ここで所定の画像条件は、例えば画面中に肌色に相当する色が占める領域が５０％以上
となっているなどの条件である。これにより、例えばテレビ画像を録画して得た動画像デ
ータにおいて、出演者の顔が大きく映され、肌色の領域が画面の５０％以上を占めること
となったときに、当該場面の静止画が、代表静止画像の候補として提示される。
【００４７】
　この処理を行うには、周期的に、例えば１０秒おきに、動画像データの再生画像を取り
出して、当該再生画像のうち肌色に相当する色が占める領域の割合を演算する。この演算
は例えば、画素ごとに、当該画素値が、予め定めた肌色の範囲にあるか否かを比較し、肌
色の範囲にある画素の数をカウントしておき、これを画面全体の全画素数で除して求めれ
ばよい。次に、この割合が予め定めた割合しきい値を超えているか否かを調べ、超えてい
る場合に、提示候補として当該再生画像を記憶部１２に複写しておく。提示する際には、
提示候補として記憶部１２に格納された各再生画像を縮小し、画面に一覧表示すればよい
。
【００４８】
　なお、提示候補の数が予め定められた制限数より多い場合には、割合しきい値を高目に
更新して、提示候補を再度選択してもよい。
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【００４９】
　また、番組情報などから番組のジャンルが取得できる場合は、当該ジャンルの情報に応
じて割合しきい値を変更してもよい。例えば、顔が大きく映されることの多いニュースな
どのジャンルでは、割合しきい値を高目に設定するなどである。
【００５０】
　さらにここまでの説明では、動画像データを特定する情報としてファイル名などの情報
を用いることとしていたが、これに代えて、記録媒体上の記録位置の情報（記録媒体にシ
ーケンシャルに記録される場合に、記録されている画像データ全体の記録開始位置からの
アドレス情報など）を動画像データを特定する情報としてもよい。
【図面の簡単な説明】
【００５１】
【図１】本発明の実施の形態に係る動画像処理装置の一例を表す構成ブロック図である。
【図２】本発明の実施の形態に係る動画像処理装置によって実行されるプログラムの例を
表す機能ブロック図である。
【図３】画像取得位置情報の格納例を表す説明図である。
【図４】本発明の実施の形態に係る動画像処理装置の処理例を表すフローチャート図であ
る。
【符号の説明】
【００５２】
　１１　制御部、１２　記憶部、１３　ハードディスク、１４　操作部、１５　表示部、
１６　記録媒体ドライブ、２１　動画像データ取得処理部、２２　画像取得位置情報取得
部、２３　代表静止画像取得部、２４　画像取得位置情報記録部、２５　サムネイル画像
生成処理部、２６　メニュー画像生成処理部、２７　メニュー画像記録部。

【図１】 【図２】

【図３】
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