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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　動画を分析して該動画の特徴を得る動画分析手段と、
　前記動画のうち編集対象として特定すべきシーンの特徴を指定可能な指定手段と、
　前記動画のうち前記指定された特徴に合致する特徴を有するシーンを、前記編集対象と
して特定する特定手段と、
　前記動画における前記特定されたシーンの開始及び終了時刻を含むシーン情報を提示す
る提示手段と、
　前記特定されたシーンに係る前記シーン情報の履歴を保持する履歴保持手段と、
　前記保持された履歴に含まれる少なくとも２つシーン情報を比較することにより、該少
なくとも２つのシーン情報が互いに異なる差異部分又は互いに共通する共通部分を抽出す
る比較手段と
　を備えたことを特徴とする動画編集装置。
【請求項２】
　前記動画分析手段は、
　前記動画を構成する複数のフレームの各々について色の特性を分析する色特性分析手段
と、
　前記動画を構成する複数のフレームの各々について輝度の特性を分析する輝度特性分析
手段と、
　前記動画を構成する複数のフレームの各々について動きの特性を分析する動き特性分析
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手段と、
　前記動画を構成する複数のフレームの各々について空間周波数の特性を分析する空間周
波数特性分析手段と
　のうち少なくとも１つの特性分析手段を有することを特徴とする請求項１に記載の動画
編集装置。
【請求項３】
　前記指定手段は、前記特定すべきシーンの特徴の種類及びレベルを指定可能であり、
　前記特定手段は、前記指定された種類の特徴について前記指定されたレベルを基準とし
て前記合致するか否かを判定することにより、前記合致する特徴を有するシーンを特定す
ることを特徴とする請求項１に記載の動画編集装置。
【請求項４】
　前記提示手段は、前記特定されたシーンを再生する再生手段を有することを特徴とする
請求項１に記載の動画編集装置。
【請求項５】
　前記提示手段は、前記差異部分又は前記共通部分に対応するシーンを再生する再生手段
を有することを特徴とする請求項１に記載の動画編集装置。
【請求項６】
　動画を分析して該動画の特徴を得る動画分析工程と、
　前記動画のうち編集対象として特定すべきシーンの特徴を指定する指定工程と、
　前記動画のうち前記指定された特徴に合致する特徴を有するシーンを、前記編集対象と
して特定する特定工程と、
　前記動画における前記特定されたシーンの開始及び終了時刻を含むシーン情報を提示す
る提示工程と、
　前記特定されたシーンに係る前記シーン情報の履歴を保持する履歴保持工程と、
　前記保持された履歴に含まれる少なくとも２つシーン情報を比較することにより、該少
なくとも２つのシーン情報が互いに異なる差異部分又は互いに共通する共通部分を抽出す
る比較工程と
　を備えたことを特徴とする動画編集方法。
【請求項７】
　コンピュータを、
　動画を分析して該動画の特徴を得る動画分析手段と、
　前記動画のうち編集対象として特定すべきシーンの特徴を指定可能な指定手段と、
　前記動画のうち前記指定された特徴に合致する特徴を有するシーンを、前記編集対象と
して特定する特定手段と、
　前記動画における前記特定されたシーンの開始及び終了時刻を含むシーン情報を提示す
る提示手段と、
　前記特定されたシーンに係る前記シーン情報の履歴を保持する履歴保持手段と、
　前記保持された履歴に含まれる少なくとも２つシーン情報を比較することにより、該少
なくとも２つのシーン情報が互いに異なる差異部分又は互いに共通する共通部分を抽出す
る比較手段と
　として機能させることを特徴とするコンピュータプログラム。
【請求項８】
　前記提示手段は、前記差異部分又は前記共通部分を更に提示することを特徴とする請求
項１に記載の動画編集装置。
【請求項９】
　前記提示工程は、前記差異部分又は前記共通部分を更に提示することを特徴とする請求
項６に記載の動画編集方法。
【請求項１０】
　前記提示手段は、前記差異部分又は前記共通部分を更に提示することを特徴とする請求
項７に記載のコンピュータプログラム。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、例えばビデオカメラ等により撮影された映像等の動画を編集する動画編集装
置及び方法、並びにコンピュータをこのような動画編集装置として機能させるコンピュー
タプログラムの技術分野に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ビデオカメラで撮影した映像を編集する作業は、専門家のみならず一般人によっても広
く行われている。このような映像編集は、撮影後に専用機材やパーソナルコンピュータを
用いて行われるのが一般的である。
【０００３】
　このような映像編集では、一般的には、撮影した映像を再生して映像の内容をユーザが
確認しながら、不要なシーン（或いは残したいシーン）の開始点及び終了点で映像をカッ
トして、不要なシーンを削除するという作業が行われる。このような作業では、映像内容
の殆ど全てをユーザが確認する必要があるため、特に映像時間が例えば数十分或いは１時
間を越える程度に長い場合には、作業に要する時間及び労力或いは手間が増大してしまう
という問題点がある。このため、ユーザは、映像編集を殆ど或いは全く行わなくなってし
まい、撮影された映像をそのままの状態で、例えばデジタルビデオテープ、ＤＶＤ、ハー
ドディスク等の記録媒体に保存しておくことが多い。撮影されたままの映像には、例えば
撮影に失敗したシーンや無駄に撮影したシーンなどの不要なシーンが含まれることが多い
ので、撮影されたままの映像が記録媒体に保存されることは、記録媒体の無駄な消費や記
録媒体が再利用されないという問題にもつながる。
【０００４】
　そこで、例えば特許文献１には、操作ミス、手ぶれ等が原因で見苦しいシーン等の不要
なシーンを自動的に削除する技術が開示されている。
【０００５】
【特許文献１】特開平０５－２３６４１１号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、特許文献１に開示された技術では、不要なシーンを自動的に削除するた
め、編集結果に不要なシーンが残っていた場合や重要と思っていたシーンが削除されてし
まったりしていた場合など、編集結果がユーザの意図とは異なる場合には、ユーザは編集
を始めからやり直さなければならず、しかも、やり直しの際に要する作業は、初回の編集
に要する作業と殆ど同じであるという問題点がある。このため、このような作業を繰り返
しても、ユーザが意図する編集結果を得ることができないおそれがある。仮に、ユーザが
意図する編集結果を得ることができるとしても、ユーザが意図する編集結果を得るまでに
繰り返される作業に要する時間及び労力或いは手間が増大してしまうおそれがある。
【０００７】
　本発明は、例えば上述した従来の問題点に鑑みなされたものであり、ユーザが編集作業
やその確認作業を容易に行うことを可能とする動画編集装置及び方法、並びコンピュータ
をそのような動画編集装置として機能させるコンピュータプログラムを提供することを課
題とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記課題を解決するために、本発明の動画編集装置は、動画を分析して該動画の特徴を
得る動画分析手段と、前記動画のうち編集対象として特定すべきシーンの特徴を指定可能
な指定手段と、前記動画のうち前記指定された特徴に合致する特徴を有するシーンを、前
記編集対象として特定する特定手段と、前記動画における前記特定されたシーンの開始及
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び終了時刻を含むシーン情報を提示する提示手段とを備える。
【０００９】
　本発明の動画編集装置によれば、動画の編集に際し先ず、動画分析手段によって、動画
を分析して該動画の特徴を得る。ここで、本発明に係る「動画の特徴」とは、例えばビデ
オカメラ等で撮影された動画に含まれる例えば手ブレ、ズーム速度、パンのゆらぎ（即ち
、ビデオカメラが左右方向に故意に振られながら撮影された際に生じる動画の左右方向の
ゆらぎ)等の撮影に起因した動画の特徴を意味する。より具体的には、動画分析手段は、
例えば、動画を構成する複数のフレームの各々について、色の特性、輝度の特性、動きの
特性、空間周波数の特性等のフレームの特性を分析することで、動画の特徴を得る。尚、
得られた動画の特徴は、当該動画分析手段が有する或いは外部に設けられた記憶手段に記
録される。
【００１０】
　続いて、編集対象として特定すべきシーンの特徴が指定手段によって指定されると、指
定された特徴に合致する特徴を有するシーンが特定手段によって特定される。即ち、例え
ば、特定すべきシーンの特徴として、「手ブレ」が所定の閾値以上であることがユーザか
ら指定手段によって指定されると、特定手段は、動画分析手段によって得られた動画の特
徴に基づいて、動画に含まれる複数のシーンから「手ブレ」が所定の閾値以上であるシー
ンを特定する。よって、ユーザは、編集対象として特定したいシーンの特徴を指定手段に
よって指定することで、編集対象を直感的且つ一括的に特定することができる。
【００１１】
　続いて、特定手段によって特定されたシーンの開始及び終了時刻とを含むシーン情報が
提示手段によって提示される。ここで、本発明に係る「シーン情報」とは、シーンが開始
する開始時刻及び該シーンが終了する終了時刻を含む、該シーンを特定するための情報を
意味する。より具体的には、提示手段は、例えば、特定されたシーンの開始及び終了時刻
を、表示手段における画面上にグラフィカルに表示させることで、シーン情報を提示する
。よって、ユーザは、提示されたシーン情報を見ることで編集対象として特定されたシー
ンの確認作業を容易に行うことができる。
【００１２】
　以上説明したように本発明の動画編集装置によれば、ユーザは、編集対象として特定し
たいシーンの特徴を指定手段によって指定することで、編集対象を直感的且つ一括的に特
定することができる。更に、ユーザは、提示されたシーン情報を見ることで編集対象とし
て特定されたシーンの確認作業を容易に行うことができる。これらの結果、ユーザの編集
作業に要する時間及び労力或いは手間を低減できる。即ち、ユーザは容易に編集作業を行
うことができる。
【００１３】
　本発明の動画編集装置の一態様では、前記動画分析手段は、前記動画を構成する複数の
フレームの各々について色の特性を分析する色特性分析手段と、前記動画を構成する複数
のフレームの各々について輝度の特性を分析する輝度特性分析手段と、前記動画を構成す
る複数のフレームの各々について動きの特性を分析する動き特性分析手段と、前記動画を
構成する複数のフレームの各々について空間周波数の特性を分析する空間周波数特性分析
手段とのうち少なくとも１つの特性分析手段を有する。
【００１４】
　この態様によれば、色特性分析手段は、各フレームの色の特性（例えば、各フレームに
おける支配的な色、色の割合など)を分析する。輝度特性分析手段は、各フレームの輝度
の特性（例えば、各フレームにおける平均輝度、最大輝度、最小輝度など）を分析する。
動き特性分析手段は、各フレームの動きの特性（例えば、当該フレームと相前後するフレ
ームとの間における全体的或いは局所的な動きベクトルの分布など）を分析する。空間周
波数特性分析手段は、各フレームの空間周波数の特性（例えば、高速フーリエ変換（ＦＦ
Ｔ：Fast Fourier Transform）或いは離散コサイン変換（ＤＣＴ：Discrete Cosine Tran
sform）による、各フレームにおける周波数成分の分布など)を分析する。動画分析手段は
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、色特性分析手段、輝度特性分析手段、動き特性分析手段及び空間周波数特性分析手段の
うち少なくとも１つの特性手段を有するので、動画の特徴を確実に得ることができる。
【００１５】
　本発明の動画編集装置の他の態様では、前記指定手段は、前記特定すべきシーンの特徴
の種類及びレベルを指定可能であり、前記特定手段は、前記指定された種類の特徴につい
て前記指定されたレベルを基準として前記合致するか否かを判定することにより、前記合
致する特徴を有するシーンを特定する。
【００１６】
　この態様によれば、ユーザは、特徴の種類（例えば手ブレ、ズーム速度、パンのゆらぎ
等）及びレベル（即ち、例えば大、中、小等、特徴の程度を示す特徴量の大きさ）を指定
することにより、編集対象として特定すべきシーンを特定することができる。
【００１７】
　本発明の動画編集装置の他の態様では、前記特定されたシーンに係る前記シーン情報の
履歴を保持する履歴保持手段と、前記保持された履歴に含まれる少なくとも２つシーン情
報を比較することにより、該少なくとも２つのシーン情報が互いに異なる差異部分又は互
いに共通する共通部分を抽出する比較手段とを更に備え、前記提示手段は、前記差異部分
又は前記共通部分を更に提示する。
【００１８】
　この態様によれば、履歴保持手段は、特定手段によって特定されたシーンに係るシーン
情報の履歴を保持する。即ち、履歴保持手段は、特定手段によってシーンが特定される毎
に、該特定されたシーンの開始及び終了時刻を含むシーン情報を、例えば当該履歴保持手
段が有する或いは外部に設けられた記憶手段に記録する。言い換えれば、ユーザが指定手
段によって編集対象として特定すべきシーンの特徴を指定する毎（即ち、ユーザが１回の
編集操作を行う毎）に、指定された特徴に合致するシーンが特定手段によって特定される
と共に特定されたシーンに係るシーン情報が、履歴保持手段によって保持される。
【００１９】
　比較手段は、保持された履歴に含まれる複数のシーン情報のうち、例えばユーザにより
指定された少なくとも２つのシーン情報を比較することにより、該少なくとも２つのシー
ン情報間の差異部分又は共通部分を抽出する。即ち、例えば、ユーザが１回目の編集操作
を行った際（即ち、ユーザが１回目に指定手段により特徴を指定した際）に特定されたシ
ーンに係るシーン情報と、ユーザが２回目に編集操作を行った際（即ち、ユーザが２回目
に指定手段により特徴を指定した際）に特定されたシーンに係るシーン情報との間の差異
が、比較手段によって抽出される。
【００２０】
　このように抽出された差異部分又は共通部分は、提示手段によってユーザに提示される
。よって、ユーザは、差異部分又は共通部分を認識することができる。従って、ユーザは
、例えば、差異部分又は共通部分に基づいて、ユーザが意図する編集結果を得るために次
に行うべき編集操作を容易に決定することができる。この結果、ユーザはより一層容易に
編集作業を行うことができる。
【００２１】
　本発明の動画編集装置の他の態様では、前記提示手段は、前記特定されたシーンを再生
する再生手段を有する。
【００２２】
　この態様によれば、ユーザは、特定されたシーンの内容を確認することができる。よっ
て、ユーザは、特定されたシーンが、ユーザが意図するシーンであるか否かを容易に判断
することができる。
【００２３】
　上述した、履歴保持手段及び比較手段を更に備える態様では、前記提示手段は、前記差
異部分又は前記共通部分に対応するシーンを再生する再生手段を有してもよい。
【００２４】
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　この場合には、ユーザは、差異部分又は共通部分の内容を確認することができる。よっ
て、ユーザは、例えば２つのシーン情報間の差異部分の内容のみを確認することで、ユー
ザが意図する編集結果を得るために次に行うべき編集作業を容易に決定することができる
。ここで特に、仮に編集操作毎（例えば、元の動画から不要なシーンを自動的に削除する
毎）に編集結果（例えば、不要なシーンが自動的に削除された後の動画）のすべての内容
を確認する場合と比較して、無駄な確認作業を低減でき、ユーザが意図する編集結果を得
るまでの編集作業に要する時間及び労力或いは手間を確実に低減できる。
【００２５】
　尚、再生手段は、差異部分又は共通部分に対応するシーンの一部をユーザからの指示に
応じて選択的に再生するように構成してもよい。
【００２６】
　上記課題を解決するために、本発明の動画編集方法は、動画を分析して該動画の特徴を
得る動画分析工程と、前記動画のうち編集対象として特定すべきシーンの特徴を指定する
指定工程と、前記動画のうち前記指定された特徴に合致する特徴を有するシーンを、前記
編集対象として特定する特定工程と、前記動画における前記特定されたシーンの開始及び
終了時刻を含むシーン情報を提示する提示工程とを備える。
【００２７】
　本発明の動画編集方法によれば、上述した本発明の動画編集装置が享受する利益と同様
の利益を享受することができる。
【００２８】
　尚、本発明の動画編集方法においても、上述した本発明の動画編集装置における各種態
様と同様の各種態様を採ることが可能である。
【００２９】
　上記課題を解決するために、本発明のコンピュータプログラムは、コンピュータを、動
画を分析して該動画の特徴を得る動画分析手段と、前記動画のうち編集対象として特定す
べきシーンの特徴を指定可能な指定手段と、前記動画のうち前記指定された特徴に合致す
る特徴を有するシーンを、前記編集対象として特定する特定手段と、前記動画における前
記特定されたシーンの開始及び終了時刻を含むシーン情報を提示する提示手段として機能
させる。
【００３０】
　本発明のコンピュータプログラムによれば、当該コンピュータプログラムを格納するＣ
Ｄ－ＲＯＭ、ＤＶＤ－ＲＯＭ等の記録媒体から、当該コンピュータプログラムを、動画編
集装置に備えられたコンピュータに読み込んで実行させれば、或いは、当該コンピュータ
プログラムを通信手段を介してダウンロードさせた後に実行させれば、上述した本発明に
係る動画編集装置を比較的簡単に構築できる。これにより、上述した本発明に係る動画編
集装置の場合と同様に、ユーザが編集作業やその確認作業を容易に行うことが可能となる
。
【００３１】
　尚、本発明のコンピュータプログラムにおいても、上述した本発明の画像表示制御装置
における各種態様と同様の各種態様を採ることが可能である。
【００３２】
　以上詳細に説明したように、本発明の動画編集装置によれば、動画分析手段と、指定手
段と、特定手段と、提示手段とを備え、本発明の動画編集方法によれば、動画分析工程と
、指定工程と、特定工程と、提示工程とを備えるので、ユーザが編集作業やその確認作業
を容易に行うことを可能とする。本発明のコンピュータプログラムによれば、コンピュー
タを動画分析手段、指定手段、特定手段及び提示手段として機能させるので、上述した動
画編集装置を比較的容易に構築できる。
【００３３】
　本発明の作用及び他の利得は次に説明する実施形態から明らかにされる。
【図面の簡単な説明】
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【００３４】
【図１】第１実施形態に係る動画編集装置の構成を概念的に示すブロック図である。
【図２】第１実施形態に係る特徴データの書式を概念的に示す概念図である。
【図３】第１実施形態に係る特徴指定部におけるＧＵＩを示す図である。
【図４】変形例における図３と同趣旨の図である。
【図５】第１実施形態に係る制御データの一例を概念的に示す概念図である。
【図６】第１実施形態に係る履歴保持部によって保持されるシーン情報の履歴の一例を概
念的に示す概念図である。
【図７】第１実施形態に係る編集結果表示部による表示の一例を示す図である。
【図８】第１実施形態に係る動画編集装置の動作を概念的に示すフローチャートである。
【図９】第１実施形態に係る動画編集装置の動作を概念的に示すフローチャートである。
【図１０】ユーザが第１実施形態に係る動画編集装置を用いて映像データの編集を行う際
に編集結果表示部によって表示される編集結果の一例を示す図である。
【図１１】ユーザが第１実施形態に係る動画編集装置を用いて映像データの編集を行う際
に編集結果表示部によって表示される編集結果の一例を示す図である。
【図１２】ユーザが第１実施形態に係る動画編集装置を用いて映像データの編集を行う際
に編集結果表示部によって表示される編集結果の一例を示す図である。
【図１３】ユーザが第１実施形態に係る動画編集装置を用いて映像データの編集を行う際
に編集結果表示部によって表示される編集結果の一例を示す図である。
【図１４】ユーザが第１実施形態に係る動画編集装置を用いて映像データの編集を行う際
に編集結果表示部によって表示される編集結果の他の例を示す図である。
【図１５】ユーザが第１実施形態に係る動画編集装置を用いて映像データの編集を行う際
に編集結果表示部によって表示される編集結果の他の例を示す図である。
【符号の説明】
【００３５】
　１００…映像データ蓄積部
　２００…映像分析部
　２１０…時間情報抽出部
　２２０…色特性分析部
　２３０…輝度特性分析部
　２４０…動き特性分析部
　２５０…空間周波数分析部
　２６０…特徴データ生成部
　２７０…特徴データ蓄積部
　３００…編集制御部
　３１０…特徴指定部
　３２０…シーン特定部
　３３０…履歴保持部
　３４０…履歴比較部
　４００…編集結果確認部
　４１０…編集結果表示部
　４２０…再生部
【発明を実施するための最良の形態】
【００３６】
　以下、本発明の実施形態について図を参照しつつ説明する。
＜第１実施形態＞
　第１実施形態に係る動画編集装置について説明する。
【００３７】
　先ず、第１実施形態に係る動画編集装置の構成について、図１を参照して説明する。こ
こに図１は、本実施形態に係る動画編集装置の構成を概念的に示すブロック図である。
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【００３８】
　図１において、本実施形態に係る動画編集装置１０は、例えばビデオカメラ等により撮
影された映像（即ち、動画）のデータを編集する装置である。
【００３９】
　図１に示すように、動画編集装置１０は、映像データ蓄積部１００と、映像分析部２０
０と、編集制御部３００と、編集結果確認部４００とを備えている。
【００４０】
　映像データ蓄積部１００は、例えばビデオカメラ等により撮影された映像のデータ（以
下、「映像データ」という。）が入力され、該入力された映像データを蓄積する。映像デ
ータ蓄積部１００は、例えばハードディスク、メモリ等の記録媒体を含んでいる。
【００４１】
　映像分析部２００は、本発明に係る「動画分析手段」の一例であり、映像データが入力
され、該入力された映像データを分析して映像データの特徴を得る。より詳細には、映像
分析部２００は、時間情報抽出部２１０と、色特性分析部２２０と、輝度特性分析部２３
０と、動き特性分析部２４０と、空間周波数特性分析部２５０と、特徴データ生成部２６
０と、特徴データ蓄積部２７０とを有している。
【００４２】
　時間情報抽出部２１０は、映像データに含まれる例えばフレーム番号、タイムコード等
の時間情報を抽出（或いは分離）する。
【００４３】
　色特性分析部２２０は、映像データに係る映像を構成する複数のフレームの各々の色の
特性（即ち、色特性）を分析する。色特性分析部２２０は、色特性として、例えば、各フ
レームにおける支配的な色（即ち、支配色）や色の割合を抽出する。
【００４４】
　輝度特性分析部２３０は、映像データに係る映像を構成する複数のフレームの各々の輝
度の特性（即ち、輝度特性）を分析する。輝度特性分析部２３０は、輝度特性として、例
えば、各フレームにおける平均輝度、最大輝度及び最小輝度を抽出する。
【００４５】
　動き特性分析部２４０は、映像データに係る映像を構成する複数のフレームの各々の動
きの特性（即ち、動き特性）を分析する。動き特性分析部２４０は、例えば、各フレーム
について、当該フレームと相前後するフレームとの間における全体的或いは局所的な動き
ベクトルの分布を分析することで、動き特性として、カメラワーク情報（即ち、ビデオカ
メラが動いた方向や速度）や動き領域情報（即ち、映像内で動く領域の数、位置及び面積
）を抽出する。
【００４６】
　空間周波数特性分析部２５０は、映像データに係る映像を構成する複数のフレームの各
々の空間周波数の特性（即ち、空間周波数特性）を分析する。空間周波数特性分析部２５
０は、各フレームが分割された分割領域毎に例えばＦＦＴ或いはＤＣＴ等による周波数成
分を算出し、空間周波数特性として、低周波領域情報（即ち、所定周波数よりも低い周波
数成分からなる領域の数、位置及び面積）や高周波領域情報（即ち、所定周波数よりも低
い周波数成分からなる領域の数、位置及び面積）を抽出する。
【００４７】
　特徴データ生成部２６０は、時間情報抽出部２１０によって抽出された時間情報と、色
特性分析部２２０、輝度特性分析部２３０、動き特性分析部２４０及び空間周波数特性分
析部２５０によって分析された各分析結果（即ち、抽出された各特性）とに基づいて、特
徴データを生成する。
【００４８】
　図２は、本実施形態に係る特徴データの書式を概念的に示す概念図である。
【００４９】
　図２に示すように、特徴データ５０は、フレーム番号に対して輝度特性、色特性、カメ



(9) JP 5004140 B2 2012.8.22

10

20

30

40

50

ラワーク情報、動き領域情報、低周波領域情報及び高周波領域情報が対応づけられたデー
タとして特徴データ生成部２６０によって生成される。言い換えれば、特徴データ生成部
２６０は、色特性分析部２２０、輝度特性分析部２３０、動き特性分析部２４０及び空間
周波数特性分析部２５０によって分析された各分析結果を、フレーム単位で統合化するこ
とで特徴データ５０を生成する。より具体的には、フレーム番号に係る項目５０Ａに、時
間情報抽出部２１０によって抽出された時間情報としてのフレーム番号が記録され、輝度
特性に係る項目５０Ｂに、輝度特性分析部２３０によって抽出された平均輝度、最大輝度
及び最小輝度が記録され、色特性に係る項目５０Ｃに、色特性分析部２２０によって抽出
された支配色が記録され、カメラワークに係る項目５０Ｄに、動き特性分析部２４０によ
って抽出されたカメラワーク情報が記録され、低周波領域に係る項目５０Ｆに、空間周波
数特性分析部２５０によって抽出された低周波領域情報が記録され、高周波領域に係る項
目５０Ｇに、空間周波数特性分析部２５０によって抽出された高周波領域情報が記録され
ることで、特徴データ５０が生成される。
【００５０】
　再び図１において、特徴データ蓄積部２７０は、特徴データ生成部２６０によって生成
された特徴データを蓄積する。特徴データ蓄積部２７０は、例えばハードディスク、メモ
リ等の記録媒体を含んでいる。
【００５１】
　尚、映像分析部２００は、映像データとは別に時間情報が入力されるように構成しても
よい。この場合には、映像分析部２００は、時間情報抽出部２１０を有さない構成とする
ことができる。また、色特性分析部２２０、輝度特性分析部２３０、動き特性分析部２４
０及び空間周波数特性分析部２５０に加えて、映像の他の特性を分析する他の特性分析手
段を追加して、該他の特性分析手段による分析結果が特徴データに含まれるようにしても
よい。また、色特性分析部２２０、輝度特性分析部２３０、動き特性分析部２４０及び空
間周波数特性分析部２５０によって分析された各分析結果に基づいて、複数の特徴データ
が生成されるようにしてもよい、即ち、特徴データをフレーム単位で統合化しなくてもよ
い。
【００５２】
　図１において、編集制御部３００は、特徴指定部３１０と、シーン特定部３２０と、履
歴保持部３３０と、履歴比較部３４０とを有している。
【００５３】
　特徴指定部３１０は、映像データに係る映像のうち編集対象として特定すべきシーンの
特徴をユーザが指定可能に構成されている。特徴指定部３１０は、編集対象として特定す
べきシーンの特徴をユーザが入力するためのＧＵＩ（グラフィカルユーザインターフェー
ス）を有している。
【００５４】
　図３は、本実施形態に係る特徴指定部におけるＧＵＩを示す図である。
【００５５】
　図３に示すように、特徴指定部３１０は、ユーザがＧＵＩ７０のチェックボックス７６
にチェックマーク７７を入力することにより、編集対象として特定すべきシーンの特徴の
種類として「手ブレ」、「ズーム速度」、「パンゆらぎ」、「黒つぶれ」及び「ボケ領域
」の少なくとも１つを選択可能に構成されている。図３の例では、チェックボックス７６
にチェックマーク７７が入力されている「手ブレ」及び「ズーム速度」が、編集対象とし
て特定すべきシーンの特徴の種類として選択されている。更に、特徴指定部３１０は、ユ
ーザがレベル指定部７９を操作する（即ち、レベル表示７９ｂをレベル目盛り７９ａに対
して相対的に左右方向に移動させる）ことにより、編集対象として特定すべきシーンの特
徴のレベル（或いは指標値）を指定することが可能に構成されている。
【００５６】
　尚、「黒つぶれ」とは、撮影の際に逆光であったシーンを編集対象として特定するか否
かを判定する基準となる特徴であり、「ボケ領域」とは、撮影の際に焦点がずれた（即ち
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、ピンボケの）シーンを編集対象として特定するか否かを判定する基準となる特徴である
。
【００５７】
　ＧＵＩ７０には、編集ボタン７１及び７２が設けられている。編集ボタン７１がユーザ
によって押下される（或いは選択される）ことで、映像の編集（本実施形態では、シーン
特定部３２０によって特定されたシーンの削除）が実行される。編集ボタン７２がユーザ
によって押下されることで、直前に行った映像の編集が取り消される。
【００５８】
　図４に変形例として示すように、特徴指定部は、図３を参照して上述したＧＵＩ７０に
代えて、ＧＵＩ８０を有していてもよい。ここに図４は、変形例における図３と同趣旨の
図である。
【００５９】
　即ち、特徴指定部は、ユーザがＧＵＩ８０の特徴指定部Ｃ１～Ｃｎ（但し、ｎは自然数
）に、例えば、特徴指定部Ｃ１～Ｃｎの各々に対応する特徴のレベルを数値で入力するこ
とで、編集対象として特定すべきシーンの種類及びレベルを指定可能に構成されてもよい
。編集ボタン８１がユーザによって押下されることで、映像の編集が実行され、編集ボタ
ン８２がユーザによって押下されることで、直前にした映像の編集が取り消されるように
してもよい。
【００６０】
　再び図１及び図３において、特徴指定部３１０は、ＧＵＩ７０の編集ボタン７１がユー
ザによって押下されると、制御データを生成し、後述するシーン特定部３２０に出力する
。
【００６１】
　図５は、本実施形態に係る制御データの一例を概念的に示す概念図である。
【００６２】
　図５に示すように、制御データ５００は、編集種別に係る項目５００Ａ及び特徴情報に
係る項目５００Ｂからなる。編集種別に係る項目５００Ａは、ユーザによって指定された
編集の種別（即ち、編集種別）を示し、特徴情報に係る項目５００Ｂは、編集対象として
特定すべきシーンの特徴としてユーザによって指定された特徴の情報（即ち、特徴情報）
を示す。図５の例では、図３において編集ボタン７１がユーザによって押下された場合に
生成される制御データを示しており、制御データ５０は、「振動が８以上の手ブレ又は速
度が６以上のズーム」という特徴が指定され、該指定された特徴に合致する特徴を有する
シーンを削除するという編集種別が指定されたことを意味する。尚、編集種別に係る項目
５００Ａにおける「Delete」は、「シーンの削除」を意味し、特徴情報に係る項目５００
Ｂにおける「cw=shake and Vvar≧8」は、振動が８以上の手ブレを意味し、「cw=Zoom an
d Vave≧6」は、速度が６以上のズームを意味する。
【００６３】
　再び図１において、シーン特定部３２０は、映像データに係る映像のうち特徴指定部３
１０によって指定された特徴に合致する特徴を有するシーンを特定する。より具体的には
、シーン特定部３２０は、特徴指定部３１０から入力される制御データに含まれる特徴情
報（図５参照）に従って、特徴データ蓄積部２７０に蓄積された特徴データ（図２参照）
を検索することにより、特徴指定部３１０によって指定された特徴に合致する特徴を有す
るシーンを特定する。即ち、図５を参照して上述した「振動が８以上の手ブレ」という特
徴に合致する特徴を有するシーンとして、図２におけるカメラワークに係る項目５０Ｄの
種別が「手ブレ」であり速度分散が８以上であるフレーム番号のフレームからなるシーン
を特定し、図５を参照して上述した「速度が６以上のズーム」という特徴に合致する特徴
を有するシーンとして、図２におけるカメラワークに係る項目５０Ｄの種別が「ズーム」
であり平均速度が６以上であるフレーム番号のフレームからなるシーンを特定する。
【００６４】
　更に、シーン特定部３２０は、特定したシーンの開始及び終了時刻を含むシーン情報を
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生成して、後述する履歴保持部３３０に出力する。
【００６５】
　履歴保持部３３０は、シーン特定部３２０から入力されるシーン情報の履歴を保持する
。履歴保持部３３０は、例えばハードディスク、メモリ等の記録媒体を含んでいる。
【００６６】
　図６は、履歴保持部によって保持されるシーン情報の履歴の一例を概念的に示す概念図
である。
【００６７】
　図６において、シーン情報の履歴６５０は、複数のシーン情報６００（具体的には、シ
ーン情報６００（１）、６００（２）、…）からなる。各シーン情報６００は、編集番号
に係る項目６００Ａと、編集種別に係る項目６００Ｂと、ＩＮフレームに係る項目６００
Ｃと、ＯＵＴフレームに係る項目６００Ｄと、特徴情報に係る項目６００Ｅとからなる。
編集番号に係る項目６００Ａは、編集対象として特定すべきシーンの特徴がユーザによっ
て指定される毎（言い換えれば、特徴指定部３１０によって制御データが生成される毎）
にその指定された順番が識別可能なように一意に定められる番号である。編集種別に係る
項目６００Ｂ及び特徴情報に係る項目６００Ｅは、図５を参照して上述した制御データに
おける編集種別に係る項目５００Ａ及び特徴情報に係る項目５００Ｂに夫々対応している
。ＩＮフレームに係る項目６００Ｃは、シーン特定部３２０によって特定されたシーンが
開始する開始フレームのフレーム番号であり、ＯＵＴフレームに係る項目６００Ｄは、シ
ーン特定部３２０によって特定されたシーンが終了する終了フレームのフレーム番号であ
る。図６の例では、シーン情報６００（１）は、編集番号に係る項目６００Ａが「１」で
ある１回目のユーザによる編集操作によって、特徴情報に係る項目６００Ｅが「振動が８
以上の手ブレ」（図５も参照）であり編集種別に係る項目６００Ｂが「シーンの削除」（
図５も参照）であるシーンとして特定されたシーンが２つ（２行分）あることを示してい
る。更に、シーン情報６００（１）は、該２つのシーンのうち一のシーンの開始フレーム
のフレーム番号が２００で終了フレームのフレーム番号が４００であり、他のシーンの開
始フレームのフレーム番号が９００で終了フレームのフレーム番号が１０５０であること
を示している。また、シーン情報６００（２）は、編集番号に係る項目６００Ａが「２」
である２回目のユーザによる編集操作によって、特徴情報に係る項目６００Ｅが「振動が
８以上の手ブレ又は速度が６以上のズーム」（図５も参照）であり編集種別に係る項目６
００Ｂが「シーンの削除」（図５も参照）であるシーンとして特定されたシーンが３つ（
３行分）あることを示している。更に、シーン情報６００（２）は、該３つのシーンのう
ち一のシーンの開始フレームのフレーム番号が２００で終了フレームのフレーム番号が４
００であり、他のシーンの開始フレームのフレーム番号が９００で終了フレームのフレー
ム番号が１０５０であり、更に他のシーンの開始フレームのフレーム番号が６００で終了
フレームのフレーム番号が７００であることを示している。
【００６８】
　再び図１において、履歴比較部３４０は、履歴保持部３３０に保持されたシーン情報の
履歴に含まれる少なくとも２つシーン情報を比較することにより、これらのシーン情報が
互いに異なる差異部分又は互いに共通する共通部分を抽出可能に構成されている。
【００６９】
　図６において、例えば、シーン情報６００（１）とシーン情報６００（２）との差異部
分として、シーン情報６００（２）に含まれる、特徴情報に係る項目６００Ｅが「速度が
６以上のズーム」（即ち、「cw=Zoom and Vave≧6」）として特定された、開始フレーム
のフレーム番号が６００で終了フレームのフレーム番号が７００の部分が履歴比較部３４
０によって抽出される。或いは、例えば、シーン情報６００（１）とシーン情報６００（
２）との共通部分として、シーン情報６００（１）及び６００（２）のいずれにも含まれ
る、特徴情報に係る項目６００Ｅが「振動が８以上の手ブレ」（即ち、「cw=shake and V
var≧8」）として特定された、開始フレームのフレーム番号が２００で終了フレームのフ
レーム番号が４００の部分と開始フレームのフレーム番号が９００で終了フレームのフレ
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ーム番号が１０５０の部分とが履歴比較部３４０によって抽出される。
【００７０】
　図１において、編集結果確認部４００は、本発明に係る「提示手段」の一例であり、編
集結果表示部４１０と、再生部４２０とを有している。
【００７１】
　編集結果表示部４１０は、編集制御部３００（より具体的には、履歴比較部３４０）か
ら入力されるシーン情報（より具体的には、上述した差異部分又は共通部分）を、編集結
果として、編集結果確認部４００が有する或いは外部に設けられたディスプレイの画面上
にグラフィカルに表示する。
【００７２】
　再生部４２０は、シーン情報の差異部分又は共通部分に対応するシーンを再生可能に構
成されている。即ち、再生部４２０は、シーン情報の差異部分又は共通部分に対応するシ
ーンの映像データを、映像データ蓄積部１００から読み出して再生することが可能に構成
されている。
【００７３】
　図７は、編集結果表示部による表示の一例を示す図である。
【００７４】
　図７に示すように、編集結果表示部４１０によって編集結果が表示される表示画面７０
０には、映像表示領域７０１と、第１シーン情報表示部７１０と、第２シーン情報表示部
７２０と、目盛り部７３０と、再生位置表示７４０と、シーン情報選択ボタン７８０と、
確認方法選択ボタン７９０とが表示されている。
【００７５】
　映像表示領域７０１には、再生部４２０によって再生されたシーンが表示される。
【００７６】
　第１シーン情報表示部７１０は、映像データに係る映像のうち編集対象としてユーザに
よって特定された特徴に合致する特徴を有さないシーン（即ち、ユーザによって特定され
なかったシーン）の映像全体における位置を表示する。第１シーン情報表示部７１０は、
全体が長方形状に表示され、ユーザによって特定されなかったシーンの位置を示す非特定
部表示７６０が該長方形内に表示されている。
【００７７】
　第２シーン情報表示部７２０は、映像データに係る映像のうち編集対象としてユーザに
よって特定された特徴に合致する特徴を有するシーン（即ち、ユーザによって特定された
シーン）の映像全体における位置を表示する。第２シーン情報表示部７２０は、第１シー
ン情報表示部７１０と同様に全体が長方形状に表示され、ユーザによって特定されたシー
ンの位置を示す特定部表示７５０が該長方形内に表示されている。
【００７８】
　特定部表示７５０は、差異部分表示７７１及び共通部分表示７７２として表示される。
【００７９】
　差異部分表示７７１は、ユーザが後述するシーン情報選択ボタン７８０によりシーン情
報の履歴６５０に含まれる一のシーン情報と他のシーン情報とを選択した場合、一のシー
ン情報と他のシーン情報とが互いに異なる差異部分に対応するシーンの位置を表示する。
【００８０】
　共通部分表示７７２は、ユーザが後述するシーン情報選択ボタン７８０によりシーン情
報の履歴６５０に含まれる一のシーン情報と他のシーン情報とを選択した場合、一のシー
ン情報と他のシーン情報とが互いに共通する共通部分に対応するシーンの位置を表示する
。
【００８１】
　差異部分表示７７１及び共通部分表示７７２は、互いに異なる色或いはパターンで表示
され、これによりユーザが差異部分表示７７１及び共通部分表示７７２を識別可能となっ
ている。
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【００８２】
　より具体的には、例えば、図６に示したシーン情報の履歴６５０におけるシーン情報６
００（１）とシーン情報６００（２）とをユーザが選択した場合には、差異部分表示７７
１は、差異部分である、特徴情報に係る項目６００Ｅが「速度が６以上のズーム」（即ち
、「cw=Zoom and Vave≧6」）として特定された開始フレームのフレーム番号が６００で
終了フレームのフレーム番号が７００の部分を表示し、共通部分表示７７２は、共通部分
である、特徴情報に係る項目６００Ｅが「振動が８以上の手ブレ」（即ち、「cw=shake a
nd Vvar≧8」）として特定された開始フレームのフレーム番号が２００で終了フレームの
フレーム番号が４００の部分と開始フレームのフレーム番号が９００で終了フレームのフ
レーム番号が１０５０の部分とを表示する。
【００８３】
　このように、ユーザが差異部分表示７７１及び共通部分表示７７２を識別可能となって
いるので、ユーザは、例えば、差異部分表示７７１又は共通部分表示７７２に基づいて、
ユーザが意図する編集結果を得るために次に行うべき編集操作を容易に決定することがで
きる。
【００８４】
　目盛り部７３０は、第１シーン情報表示部７１０及び第２シーン情報表示部７２０の各
々の長方形の一辺に対応して表示されており、目盛り部７３０の全体の長さが、映像デー
タに係る映像全体の長さを意味している。
【００８５】
　再生位置表示７４０は、再生部４２０によって再生される（言い換えれば、映像表示領
域７０１に表示される）シーンの再生位置を示す。即ち、再生位置表示７４０が再生部４
２０によって再生されるシーンの再生位置に応じて目盛り部７３０に沿って移動すること
で、ユーザは該再生位置を認識できる。
【００８６】
　シーン情報選択ボタン７８０は、ユーザがシーン情報の履歴６５０から、第１シーン情
報表示部７１０及び第２シーン情報表示部７２０に表示させるべきシーン情報を選択する
ためのＧＵＩである。
【００８７】
　確認方法選択ボタン７９０は、ユーザが映像表示領域７０１にシーンを表示させる表示
方法を選択するためのＧＵＩであり、特定部表示７５０に対応するシーンの全てを再生し
て表示させるか、特定部表示７５０のうち差異部分表示７７１に対応するシーンのみを再
生して表示させるかを選択することができる。即ち、確認方法選択ボタン７９０は、選択
ボタン７９１及び７９２からなり、選択ボタン７９１が押下されることにより、特定部表
示７５０に対応するシーンの全てを再生して表示させる表示方法が選択され、選択ボタン
７９２が押下されることにより、特定部表示７５０のうち差異部分表示７７１に対応する
シーンのみを再生して表示させる表示方法が選択される。
【００８８】
　次に、本実施形態に係る動画編集装置の動作について、図８及び図９を参照して説明す
る。ここに図８及び図９は、本実施形態に係る動画編集装置の動作を概念的に示すフロー
チャートである。尚、図８は、本実施形態に係る映像データ蓄積部及び映像分析部に係る
動作を主に示しており、図９は、本実施形態に係る編集制御部及び編集結果確認部に係る
動作を主に示している。
【００８９】
　以下では、先ず、ユーザが映像データを編集する際における、動画編集装置１０の基本
的な動作について説明する。尚、ユーザが映像データの編集を行う際には、先ず、図８を
参照して後述する映像データ蓄積部及び映像分析部に係る動作が行われ、次に、図９を参
照して後述する編集制御部及び編集結果確認部に係る動作が、典型的には複数回繰り返さ
れる。
【００９０】
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　図８において、先ず、映像データ蓄積部１００及び映像分析部２００に映像データが入
力される（ステップＳ１１）。即ち、ユーザによって映像データを編集する編集作業が開
始される際、その映像データが映像データ蓄積部１００及び映像分析部２００の各々に入
力される。この際、映像データ蓄積部１００は、入力された映像データを蓄積する。
【００９１】
　次に、映像分析部２００は、映像データを分析して特徴データを生成する（ステップＳ
１２）。即ち、映像分析部２００は、先ず、時間情報抽出部２１０によって時間情報を抽
出すると共に、色特性分析部２２０、輝度特性分析部２３０、動き特性分析部２４０及び
空間周波数特性分析部２５０によって映像データを分析する。次に、映像分析部２００は
、時間情報抽出部２１０によって抽出した時間情報と、色特性分析部２２０、輝度特性分
析部２３０、動き特性分析部２４０及び空間周波数特性分析部２５０によって映像データ
を分析した分析結果（即ち、色特性、輝度特性、動き特性及び空間周波数特性）とに基づ
いて、図２を参照して上述した特徴データ５０を生成する。生成された特徴データは、特
徴データ蓄積部２７０に蓄積される。
【００９２】
　続いて、図９において、特徴指定部３１０は、ユーザの編集操作に対応する制御データ
を生成する（ステップＳ２１）。即ち、特徴指定部３１０は、図３を参照して上述したＧ
ＵＩ７０を介してユーザから入力される、編集対象として特定すべきシーンの特徴に基づ
いて、図５を参照して上述した制御データ５００を生成する。
【００９３】
　次に、シーン特定部３２０は、制御データに含まれる特徴情報に合致する特徴を有する
シーンを特定し、シーン情報を生成する（ステップＳ２２）。即ち、シーン特定部３２０
は、特徴指定部３１０によって生成された制御データに含まれる特徴情報（図５参照）に
従って、特徴データ蓄積部２７０に蓄積された特徴データ（図２参照）を検索することに
より、特徴指定部３１０によって指定された特徴に合致する特徴を有するシーンを特定す
る。
【００９４】
　次に、履歴保持部３３０は、シーン情報の履歴を保持する（ステップＳ２３）。即ち、
履歴保持部３３０は、図６を参照して上述したシーン情報の履歴６５０を保持することで
、シーン特定部３２０から入力されるシーン情報を順序付けて保存或いは管理する。つま
り、履歴保持部３３０は、シーン特定部３２０によって生成されたシーン情報が入力され
る毎に、シーン情報に当該シーン情報が入力された順番が識別可能な編集番号を付して、
シーン情報の履歴に追加する。
【００９５】
　次に、履歴比較部３４０は、複数のシーン情報を比較して差異部分又は共通部分を抽出
する（ステップＳ２４）。即ち、履歴比較部３４０は、例えば、図６を参照して上述した
ように、ユーザにより指定された２つのシーン情報（例えばシーン情報６００（１）及び
６００（２））について、この２つのシーン情報が互いに異なる差異部分又は互いに共通
する共通部分を抽出する。
【００９６】
　次に、編集結果表示部４１０は、差異部分又は共通部分を画面上に表示する（ステップ
Ｓ２５）。即ち、編集結果表示部４１０は、図７を参照して上述したように、第１シーン
情報表示部７１０にユーザによって特定されなかったシーンの映像全体における位置を示
す非特定部表示７６０を表示すると共に、第２シーン情報表示部７２０にユーザによって
特定されたシーンの映像全体における位置を示す特定部表示７５０を表示する。編集結果
表示部４１０は、特定部表示７５０を差異部分表示７７１及び共通部分表示７７２として
表示する。よって、ユーザは、差異部分表示７７１及び共通部分表示７７２を見ることで
、指定した２つのシーン情報の差異部分及び共通部分を識別することができる。従って、
ユーザは、例えば、差異部分又は共通部分に基づいて、ユーザが意図する編集結果を得る
ために次に行うべき編集作業を容易に決定することができる。この結果、ユーザは容易に
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編集作業を行うことができる。
【００９７】
　次に、再生部４２０は、差異部分又は共通部分に相当する映像データを映像データ蓄積
部１００から読み出して再生する（ステップＳ２６）。即ち、再生部４２０は、ユーザか
らの指示に従って、映像データ蓄積部１００に蓄積された映像データのうち、履歴比較部
３４０によって抽出された差異部分又は共通部分に相当するシーン（即ち、図７を参照し
て上述した差異部分表示７７１又は共通部分表示７７２に相当するシーン）を再生する。
再生された映像は、表示画面７００（図７参照）における映像表示領域７０１に表示され
る。よって、ユーザは、差異部分又は共通部分に相当するシーンが、ユーザの意図するシ
ーンである否かを容易に判断することができる。この際、ユーザは、再生位置表示７４０
（図７参照）によって再生位置を認識することができる。
【００９８】
　ユーザは、映像表示領域７０１に表示された映像（即ち、差異部分表示７７１又は共通
部分表示７７２に相当するシーン）を確認した後、編集結果がユーザの意図する結果とは
異なる場合には、編集対象として特定すべきシーンの特徴を変更して特徴指定部３１０に
よって再び指定する（ステップＳ２１）。ステップＳ２１からステップＳ２５までの一連
の処理は、典型的には、編集結果がユーザの意図する結果と一致するまで繰り返される。
【００９９】
　次に、ユーザが本実施形態に係る動画編集装置を用いて映像データの編集を行う際に編
集結果表示部によって表示される編集結果の一例について、図１０から図１３を参照して
説明する。ここに図１０から図１３の各々は、ユーザが本実施形態に係る動画編集装置を
用いて映像データの編集を行う際に編集結果表示部によって表示される編集結果の一例を
示す図であり、各図における（ａ）は、特徴指定部によって指定される特徴を図３に対応
して示しており、（ｂ）は、（ａ）に示されたように特徴が指定された場合における、編
集結果表示部によって表示される編集結果を図７に対応して示している。また、図１０か
ら図１３は、特徴指定部による特徴の指定がこの順に行われた場合における、編集結果表
示部による編集結果の一例を示している。図１０から図１３の各々は、図９を参照して上
述した編集制御部及び編集結果確認部に係る動作に相当する。
【０１００】
　図１０に示すように、ユーザがＧＵＩ７０のチェックボックス７６のいずれにもチェッ
クマーク７７（図３参照）を入力しない場合（即ち、特徴指定部３１０によって特徴が指
定されない場合）には、表示画面７００における第１シーン情報表示部７１０に、編集対
象として特定された特徴に合致する特徴を有さないシーンが映像全体であることを示すよ
うに、非特定部表示７６０が第１シーン情報表示部７１０の長方形全体に表示される。言
い換えれば、第２シーン情報表示部７２０には、特定部表示７５０（図７参照）は表示さ
れない。
【０１０１】
　尚、図１０から図１３の例では、シーン情報選択ボタン７８０のうち「最新」に係るボ
タンが選択されており、ユーザによる最新の編集操作に係るシーン情報とその直前の編集
操作に係るシーン情報とが、第１シーン情報表示部７１０及び第２シーン情報表示部７２
０に表示させるべきシーン情報として選択されている。更に、確認方法選択ボタン７９０
のうち「変化分」に係るボタン（即ち、図７を参照して上述した選択ボタン７９２）が選
択されており、差異部分表示７７１に対応するシーンのみを再生して表示させる表示方法
が選択されている。
【０１０２】
　次に、図１１に示すように、ユーザが「手ブレ」に対応するチェックボックス７６にチ
ェックマーク７７を入力して編集ボタン７１を押下すると（即ち、特徴指定部３１０によ
って特徴の種類として「手ブレ」がそのレベルと共に指定され、「シーンの削除」が実行
されると）、指定された特徴に合致する特徴を有するシーン（即ち、指定されたレベルよ
りも大きな「手ブレ」が含まれるシーン）の位置（即ち、該シーンの開始及び終了時刻）
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を示す特定部表示７５０が第２シーン情報表示部７２０に表示される。
【０１０３】
　ここで、図１０では、上述したように編集対象として特定された特徴に合致する特徴を
有するシーンがなかった（即ち、特定部表示７５０が表示されなかった）ため、図１１で
は、特定部表示７５０は、差異部分表示７７１として表示される。
【０１０４】
　更に、差異部分表示７７１に対応するシーンが、再生部４２０によって再生され、映像
表示領域７０１に表示される。よって、ユーザは、編集対象として特定されたシーンの確
認作業を容易に行うことができる。即ち、差異部分表示７７１に対応するシーンが映像表
示領域７０１に表示されることで、最新の編集操作による編集結果とその直前の編集操作
による編集結果との差異（言い換えれば、変化分）を、容易に確認することができる。つ
まり、仮に編集操作を行う毎にユーザが編集された映像の全部を確認する場合と比較して
、編集結果の確認に要する時間を短くすることができる。
【０１０５】
　次に、図１２に示すように、ユーザが「手ブレ」及び「ズーム速度」にそれぞれ対応す
るチェックボックス７６にチェックマーク７７を入力して編集ボタン７１を押下すると（
即ち、特徴指定部３１０によって特徴の種類として「手ブレ」及び「ズーム速度」がその
レベルと共に指定され、「シーンの削除」が実行されると）、指定された特徴に合致する
特徴を有するシーン（即ち、指定されたレベルよりも大きな「手ブレ」が含まれるシーン
と指定されたレベルよりも大きな「ズーム速度」が含まれるシーン）の位置を示す特定部
表示７５０が第２シーン情報表示部７２０に表示される。ここで特に、特定部表示７５０
は、差異部分表示７７１及び共通部分表示７７２として表示される。即ち、特定部表示７
５０のうち、図１１において特定されたシーンと互いに同じシーンを示す特定部表示７５
０は共通部分表示７７２として表示され、図１１において特定されたシーンと互いに異な
るシーンを示す特定部表示７５０は差異部分表示７７１として表示される。つまり、図１
２において指定されたレベルよりも大きな「手ブレ」が含まれるシーンは、図１１におい
て特定されたシーンと同じであるため、共通部分表示７７２として表示され、図１２にお
いて指定されたレベルよりも大きな「ズーム速度」が含まれるシーンは、図１１において
特定されたシーンとは異なるため、差異部分表示７７１として表示される。よって、ユー
ザは、図１１においてシーンの特徴として「手ブレ」を指定した後に、図１２においてシ
ーンの特徴として「手ブレ」に加えて「ズーム速度」を追加したことにより「シーンの削
除」の対象として追加されたシーンを、差異部分表示７７１を見ることで認識することが
できる。更に、差異部分表示７７１に対応するシーンが、再生部４２０によって再生され
、映像表示領域７０１に表示される。よって、ユーザは、差異部分表示７７１に対応する
シーンのみを確認することができ、編集作業に要する時間及び労力或いは手間を低減でき
る。言い換えれば、図１２において、ユーザは、図１１において特定されたシーンと互い
に同じシーンを示す共通部分表示７７２に対応するシーンの確認を省略することができる
。
【０１０６】
　次に、図１３に示すように、ユーザが「手ブレ」及び「ズーム速度」にそれぞれ対応す
るチェックボックス７６にチェックマーク７７を入力すると共に、「手ブレ」のレベルを
図１２において指定された「手ブレ」のレベルよりも大きな値に指定して編集ボタン７１
を押下すると、指定された特徴に合致する特徴を有するシーンの位置を示す特定部表示７
５０が第２シーン情報表示部７２０に表示される。ここで特に、特定部表示７５０は、図
１２において特定されたシーンと互いに同じシーンを示す共通部分表示７７２として表示
される。更に、非特定部表示７６０の一部７６０ａは、図１２において特定されたシーン
のうち図１３において特定されなかったシーンを示す差異部分表示７７１として表示され
る。よって、ユーザは、図１３においてシーンの特徴として「手ブレ」のレベルを大きな
値に指定したことにより図１２において特定された「シーンの削除」の対象となるシーン
から除外されたシーンを、差異部分表示７７１（言い換えれば、非特定部表示７６０の一
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部７６０ａ）を見ることで認識することができる。更に、差異部分表示７７１に対応する
シーンが、再生部４２０によって再生され、映像表示領域７０１に表示される。よって、
ユーザは、差異部分表示７７１に対応するシーンのみを確認することができ、編集作業に
要する時間及び労力或いは手間を低減できる。言い換えれば、ユーザは、追加した特徴に
合致する特徴を有するシーンのみを確認することで、仮に編集された映像の全部を確認す
る場合と比較して、編集に要する時間を短くできると共に労力を低減できる。ここで、ユ
ーザは、典型的には、追加した特徴に合致する特徴を有するシーンのみを確認すれば、編
集結果がユーザの意図するものであるか否かを判断できる程度に、以前の編集結果を記憶
している。よって、ユーザは、追加した特徴に合致する特徴を有するシーンのみを確認す
ることで、ユーザが意図する編集結果を得るために次に行うべき編集操作を決定すること
ができる。
【０１０７】
　次に、ユーザが本実施形態に係る動画編集装置を用いて映像データの編集を行う際に編
集結果表示部によって表示される編集結果の他の例について、図１４及び図１５を参照し
て説明する。ここに図１４及び図１５はそれぞれ、ユーザが本実施形態に係る動画編集装
置を用いて映像データの編集を行う際に編集結果表示部によって表示される編集結果の他
例を示す図であり、各図における（ａ）は、特徴指定部によって指定される特徴を図３に
対応して示しており、（ｂ）は、（ａ）に示されたように特徴が指定された場合における
、編集結果表示部によって表示される編集結果を図７に対応して示している。また、図１
４及び図１５は、特徴指定部による特徴の指定がこの順に行われた場合における、編集結
果表示部による編集結果の他の例を示している。図１４及び図１５の各々は、図９を参照
して上述した編集制御部及び編集結果確認部に係る動作に相当する。
【０１０８】
　尚、図１４及び図１５の例では、シーン情報選択ボタン７８０のうち「最新」に係るボ
タンが選択されており、ユーザによる最新の編集操作に係るシーン情報とその直前の編集
操作に係るシーン情報とが、第１シーン情報表示部７１０及び第２シーン情報表示部７２
０に表示させるべきシーン情報として選択されている。更に、確認方法選択ボタン７９０
のうち「変化分」に係るボタン（即ち、図７を参照して上述した選択ボタン７９２）が選
択されており、差異部分表示７７１に対応するシーンのみを再生して表示させる表示方法
が選択されている。
【０１０９】
　図１４に示すように、映像データの編集の際、先ず、ユーザが「手ブレ」に対応するチ
ェックボックス７６にチェックマーク７７を入力して編集ボタン７１を押下すると、指定
された特徴に合致する特徴を有するシーンの位置を示す特定部表示７５０が第２シーン情
報表示部７２０に表示される。この際、特定部表示７５０は、差異部分表示７７１として
表示される。
【０１１０】
　次に、図１５に示すように、ユーザが「手ブレ」に対応するチェックボックス７６にチ
ェックマーク７７を入力すると共に図１４において指定されたレベルよりも小さな「手ブ
レ」のレベルを指定して編集ボタン７１を押下すると、指定された特徴に合致する特徴を
有するシーンの位置を示す特定部表示７５０が第２シーン情報表示部７２０に表示される
。この際、特定部表示７５０は、図１４において特定されたシーンと互いに同じシーンを
示す共通部分表示７７２及び図１４において特定されたシーンと互いに異なるシーンを示
す差異部分表示７７１として表示される。ここで特に、差異部分表示７７１は、指定され
たレベルに相対的に近い「手ブレ」のレベルを有するシーンの位置を示す第１表示７７１
ａ、及び指定されたレベルから相対的に遠い「手ブレ」のレベルを有するシーンの位置を
示す第２表示７７１ｂとして表示される。よって、ユーザは、第１表示７７１ａ又は第２
表示７７１ｂに対応するシーンを選択的に再生部４２０によって再生させて映像表示領域
７０１に表示させることで、ユーザは一層速やかに編集結果を確認することができる。言
い換えれば、第１表示７７１ａ又は第２表示７７１ｂに対応するシーンの確認を省略する
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ことができる。特に、第１表示７７１ａに対応するシーン、即ち、指定されたレベルに相
対的に近い「手ブレ」のレベルを有するシーンを確認することで、ユーザは指定した「手
ブレ」のレベルが妥当であるかどうか、更には次の操作で、「手ブレ」のレベルを上げる
べきか下げるべきかを容易に判断することができる。
【０１１１】
　本発明は、上述の実施形態で説明した動画編集装置以外にも、ＨＤＤレコーダ、ＤＶＤ
レコーダ、ビデオ編集用ソフトウェア、ビデオ編集機能搭載カムコーダ等にも適用可能で
ある。
【０１１２】
　本発明は、上述した実施形態に限られるものではなく、請求の範囲及び明細書全体から
読み取れる発明の要旨或いは思想に反しない範囲で適宜変更可能であり、そのような変更
を伴う動画編集装置及び方法もまた本発明の技術的範囲に含まれるものである。

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図９】 【図１０】
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【図１３】 【図１４】
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