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(57)【要約】
【課題】複数の映像ファイルからハイライト映像を抽出
して複数のユーザの間で共有する。
【解決手段】本発明に係る画像処理装置は、複数の映像
ファイルを取得して、各映像ファイルのハイライトを抽
出して得られるハイライト抽出映像を作成するハイライ
ト抽出映像作成部１３４と、ハイライト抽出映像を１の
データファイルとして保存するハイライト抽出映像保存
部１４０と、を備える。これにより、複数の映像ファイ
ルからハイライト映像を抽出して、複数のユーザの間で
共有することが可能となる。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の映像ファイルを取得して、各映像ファイルのハイライトを抽出して得られるハイ
ライト抽出映像を作成するハイライト抽出映像作成部と、
　前記ハイライト抽出映像を１のデータファイルとして保存するハイライト抽出映像保存
部と、
　を備える、画像処理装置。
【請求項２】
　前記データファイルを出力するハイライト抽出映像ファイル出力部を更に備える、請求
項１に記載の画像処理装置。
【請求項３】
　前記ハイライト抽出映像ファイル出力部は、ネットワークを介して前記データファイル
をアップロードするため、ネットワークに接続可能な機器に前記データファイルを出力す
る、請求項２に記載の画像処理装置。
【請求項４】
　前記ハイライト抽出映像ファイル出力部は、ネットワークを介して前記データファイル
をアップロードするため、前記データファイルを出力する、請求項２に記載の画像処理装
置。
【請求項５】
　前記ハイライト抽出映像ファイル出力部は、ディスク状記録媒体に前記データファイル
を記録するため、ディスク状記録媒体の記録部に前記ハイライト映像を出力する、請求項
２に記載の画像処理装置。
【請求項６】
　前記ハイライト抽出映像のシナリオを作成するシナリオ作成部と、
　前記シナリオを保存するシナリオ保存部と、を更に備える、請求項１に記載の画像処理
装置。
【請求項７】
　過去に作成した前記データファイルのインデックスを作成するインデックス作成部を備
え、
　前記ハイライト抽出映像ファイル出力部は、過去に作成された前記データファイルのう
ち、前記インデックスの中からユーザに指定されたデータファイルを出力する、請求項１
に記載の画像処理装置。
【請求項８】
　前記ハイライト抽出映像を再生するハイライト抽出映像再生部を備える、請求項１に記
載の画像処理装置。
【請求項９】
　複数の映像ファイルを取得して、各映像ファイルのハイライトを抽出して得られるハイ
ライト抽出映像を作成するステップと、
　前記ハイライト抽出映像を１のデータファイルとして保存するステップと、
　を備える、画像処理方法。
【請求項１０】
　複数の映像ファイルを取得して、各映像ファイルのハイライトを抽出して得られるハイ
ライト抽出映像を作成する手段、
　前記ハイライト抽出映像を１のデータファイルとして保存する手段、
　としてコンピュータを機能させるためのプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、画像処理装置、画像処理方法及びプログラムに関する。
【背景技術】
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【０００２】
　従来、例えば下記の特許文献１には、動画像の撮影処理に並行して重要シーンを判定し
、重要シーン識別情報を生成して記録する技術に関しての記載がされている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００７－１３４７７０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、特許文献１に記載された技術では、重要シーンを判定した後、ユーザが
重要シーンを含むファイルを作成することはできなかった。
【０００５】
　そこで、本発明は、上記問題に鑑みてなされたものであり、本発明の目的とするところ
は、複数の映像ファイルからハイライト映像を抽出して複数のユーザの間で共有すること
が可能な、新規かつ改良された画像処理装置、画像処理方法及びプログラムを提供するこ
とにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記課題を解決するために、本発明のある観点によれば、複数の映像ファイルを取得し
て、各映像ファイルのハイライトを抽出して得られるハイライト抽出映像を作成するハイ
ライト抽出映像作成部と、前記ハイライト抽出映像を１のデータファイルとして保存する
ハイライト抽出映像保存部と、を備える、画像処理装置が提供される。
【０００７】
　また、前記データファイルを出力するハイライト抽出映像ファイル出力部を更に備える
ものであってもよい。
【０００８】
　また、前記ハイライト抽出映像ファイル出力部は、ネットワークを介して前記データフ
ァイルをアップロードするため、ネットワークに接続可能な機器に前記データファイルを
出力するものであってもよい。
【０００９】
　また、前記ハイライト抽出映像ファイル出力部は、ネットワークを介して前記データフ
ァイルをアップロードするため、前記データファイルを出力するものであってもよい。
【００１０】
　また、前記ハイライト抽出映像ファイル出力部は、ディスク状記録媒体に前記データフ
ァイルを記録するため、ディスク状記録媒体の記録部に前記ハイライト映像を出力するも
のであってもよい。
【００１１】
　また、前記ハイライト抽出映像のシナリオを作成するシナリオ作成部と、前記シナリオ
を保存するシナリオ保存部と、を更に備えるものであってもよい。
【００１２】
　また、過去に作成した前記データファイルのインデックスを作成するインデックス作成
部を備え、前記ハイライト抽出映像ファイル出力部は、過去に作成された前記データファ
イルのうち、前記インデックスの中からユーザに指定されたデータファイルを出力するも
のであってもよい。
【００１３】
　また、前記ハイライト抽出映像を再生するハイライト抽出映像再生部を備えるものであ
ってもよい。
【００１４】
　また、上記課題を解決するために、本発明の別の観点によれば、複数の映像ファイルを



(4) JP 2012-138804 A 2012.7.19

10

20

30

40

50

取得して、各映像ファイルのハイライトを抽出して得られるハイライト抽出映像を作成す
るステップと、前記ハイライト抽出映像を１のデータファイルとして保存するステップと
、を備える、画像処理方法が提供される。
【００１５】
　また、上記課題を解決するために、本発明の別の観点によれば、複数の映像ファイルを
取得して、各映像ファイルのハイライトを抽出して得られるハイライト抽出映像を作成す
る手段、前記ハイライト抽出映像を１のデータファイルとして保存する手段、としてコン
ピュータを機能させるためのプログラムが提供される。
【発明の効果】
【００１６】
　本発明によれば、複数の映像ファイルからハイライト映像を抽出して複数のユーザの間
で共有することが可能な画像処理装置、画像処理方法及びプログラムを提供することがで
きる。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】本発明の一実施形態に係る撮像装置における処理の概要について説明するための
模式図である。
【図２】撮像装置の構成例を示す模式図である。
【図３】表示部の表示内容に基づいて、ハイライト映像抽出ファイルを作成する処理の流
れを示す模式図である。
【図４】表示部の表示内容に基づいて、ハイライト映像抽出ファイルを作成する処理の流
れを示す模式図である。
【図５】ハイライト再生設定処理を説明するための模式図である。
【図６】撮像装置による処理手順を示すフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
　以下に添付図面を参照しながら、本発明の好適な実施の形態について詳細に説明する。
なお、本明細書及び図面において、実質的に同一の機能構成を有する構成要素については
、同一の符号を付することにより重複説明を省略する。
【００１９】
　なお、説明は以下の順序で行うものとする。
１．本実施形態の概要
２．撮像装置の構成例
３．撮像装置における具体的な処理について
４．撮像装置による処理フロー
【００２０】
　［１．本実施形態の概要］
　先ず、図１に基づいて、本発明の一実施形態に係る撮像装置１００における処理の概要
について説明する。本実施形態では、画像処理装置として撮像機能を有する撮像装置１０
０を例に挙げて説明するが、画像処理装置はこれに限定されるものではなく、画像処理装
置はパーソナルコンピュータ、携帯電話などの各種機器であっても良い。図１は、撮像装
置１００における処理の概要を説明するための模式図である。
【００２１】
　本実施形態に係る撮像装置１００は、一例としてビデオカメラ等の機器である。撮像装
置１００は、図１に示すように、複数の撮影済みの映像データ（映像ファイル）を記録し
ている。図１において、チャプター(Chapter)＃１、チャプター(Chapter)＃２、チャプタ
ー(Chapter)＃３・・・チャプター(Chapter)＃Ｎは、複数の映像ファイルのそれぞれを示
している。なお、映像ファイルは動画に限定されるものではなく、静止画であっても良い
。
【００２２】
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　図１に示すように、撮像装置１００は、複数の映像ファイルのそれぞれから、主なシー
ンを集めたハイライト映像を作成して再生することができる。また、撮像装置１００は、
作成したハイライト映像を記録することができる。図１に示すように、チャプター＃１、
チャプター＃２、チャプター＃３・・・チャプター＃Ｎのそれぞれの映像の中からハイラ
イト映像が抽出され、ハイライト抽出映像として再生することができる。また、これらの
複数のハイライト映像から構成されるハイライト抽出映像から、１つの映像ファイル（以
下、ハイライト映像抽出ファイルという）が作成される。
【００２３】
　作成されたハイライト映像抽出ファイルは、ユーザの指示に応じて、ウェブ上にアップ
ロードされることができる。また、ハイライト映像抽出ファイルは、ユーザの指示に応じ
て、ＤＶＤなどの記録メディアに記録されることもできる。このように、複数のハイライ
ト映像を集めた１つのハイライト映像抽出ファイルを作成して保存することにより、ユー
ザは、多数の映像ファイルから、ハイライト映像のみを視聴することが可能となる。
【００２４】
　［２．撮像装置の構成例］
　次に、本実施形態に係る撮像装置１００の構成について説明する。図２は、撮像装置１
００の構成例を示す模式図である。図２に示すように、撮像装置１００は、撮像部１１０
、操作入力部１２０、制御部１３０、記憶部１５０、表示部１６０を有して構成されてい
る。
【００２５】
　撮像部１１０は、ＣＣＤセンサ、ＣＭＯＳセンサなどの撮像素子を含む。撮像素子は、
撮像光学系（不図示）によってその撮像面に結像された被写体像を光電変換する。撮像部
１１０は、光電変換によって得られた映像信号をＡ／Ｄ変換して映像データとして制御部
１３０へ出力する。
【００２６】
　操作入力部１２０は、ユーザによって操作されるボタン、スイッチなどの操作部材であ
る。ユーザは、表示部１６０の表示を参照しながら操作入力部１２０を操作することによ
って、所望の操作を行うことができる。一例として、ユーザは、表示部１６０に表示され
たボタンの位置にカーソルを合わせて操作入力部１２０を押すことにより、ボタンの押し
下げ操作を行うことができる。また、表示部１６０がタッチパネル式のセンサを備える場
合、操作入力部１２０は、タッチパネルに相当する。この場合、ユーザは、表示部１６０
の表示を参照しながらタッチパネルを操作することによって、所望の操作を行うことがで
きる。
【００２７】
　記憶部１５０は、一例としてハードディスクなどのメモリから構成される。記憶部１５
０には、制御部１３０から映像データが送られる。記憶部１５０は、制御部１３０から送
られた映像データを記憶し、保存する。また、記憶部１５０には、制御部１３０で実行さ
れるプログラムが記憶される。
【００２８】
　表示部１６０は、液晶表示ディスプレイ等を含んで構成され、制御部１３０から送られ
た映像データに基づいて表示を行う。
【００２９】
　制御部１３０は、ハイライト映像設定部１３２、ハイライト映像作成部１３４、シナリ
オ作成部１３６、ハイライト映像再生部１３８、ハイライト映像保存部１４０、ファイル
出力部１４２、インデックス作成部１４４を有して構成される。なお、図２に示す制御部
１３０の各構成要素は、ハードウェア（回路）、または中央演算処理装置（ＣＰＵ）とこ
れを機能させるためのソフトウエア（プログラム）によって構成することができる。この
場合において、そのプログラムは、記憶部１５０に格納されることができる。
【００３０】
　ハイライト映像設定部１３２は、操作入力部１２０に入力されたユーザの指示に基づい
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て、ハイライト抽出映像について各種の設定を行う。後で詳細に説明するが、本実施形態
では、一例として、ハイライト映像抽出ファイルについて、「範囲」、「テーマ」、「Ｂ
ＧＭ」、「長さ」、「音声ミックス」、「ポイント指定」の６項目を設定することができ
る。
【００３１】
　ハイライト映像作成部１３４は、記憶部１５０に保存された映像ファイルを、１または
複数のイベント毎に取得し、取得した映像ファイルのハイライト映像を作成する。そして
、ハイライト映像作成部１３４は、複数のハイライト映像から１つのハイライト抽出映像
を作成する。シナリオ作成部１３６は、ハイライト抽出映像を作成した際に、そのシナリ
オを作成する。ここで、シナリオとは、ハイライト抽出映像の中に、どの映像ファイルか
らどれだけの時間の映像を取り込んだかを示す情報である。
【００３２】
　ハイライト映像再生部１３８は、ハイライト抽出映像を再生する処理を行う。ハイライ
ト映像再生部１３８は、ハイライト抽出映像を再生する場合に、ハイライト抽出映像のデ
ータを表示部１６０に送る。これにより、表示部１６０においてハイライト抽出映像が再
生される。
【００３３】
　ハイライト映像保存部１４０は、ハイライト抽出映像を１のデータファイル（ハイライ
ト映像抽出ファイル）にして保存するための処理を行う。これにより、ハイライト抽出映
像は、１つのデータファイルとして記憶部１５０に保存される。
【００３４】
　また、ファイル出力部１４２は、ハイライト映像保存部１４０によって作成された１の
データファイルを、ウェブにアップロードするため、またはＤＶＤを作成するために出力
する。インデックス作成部１４４は、過去に作成したハイライト映像抽出ファイルのイン
デックスを作成する。作成されたインデックスは、表示部１６０に表示される。ユーザは
、表示部１６０に表示されたインデックスから所望のファイルを選択することで、所望の
映像ファイルを再生することができ、また、ウェブにアップロードしたりＤＶＤを作成す
ることができる。
【００３５】
　［３．撮像装置における具体的な処理について］
　図３及び図４は、表示部１６０の表示内容に基づいて、ハイライト映像抽出ファイルを
作成する処理の流れを示す模式図である。本実施形態においては、映像ファイルは、「イ
ベントビュー（画面２ａ）」または「マップビュー（画面２ｂ）」から作成することがで
きる。「イベントビュー」では、イベント毎に複数の映像ファイルが記録されており、こ
れらの複数の映像ファイルから１つのハイライト映像抽出ファイルを作成することができ
る。例えば、旅行のイベントの場合、目的地に到達する前に列車内で撮影した映像、目的
地で撮影した映像などが複数の映像ファイルとして記録されており、これらの映像ファイ
ルから１つのハイライト映像抽出ファイルを作成することができる。また、ユーザが複数
のイベントを指定した場合は、複数のイベントの映像から１つのハイライト映像抽出ファ
イルを作成することができる。
【００３６】
　また、「マップビュー」の場合、ある地点Ａの近傍で撮影された複数の映像ファイルが
記憶されている場合、その地点Ａを指定することにより、これらの複数の映像ファイルか
ら１つのハイライト映像抽出ファイルを作成することができる。また、ユーザが複数の地
点を指定した場合は、複数の地点の近傍で撮影された複数の映像から１つのハイライト映
像抽出ファイルを作成することができる。
【００３７】
　ハイライト映像抽出ファイルを作成する際には、先ず、ハイライト抽出映像を再生する
。そして、ユーザがハイライト抽出映像を気に入り、ハイライト映像抽出ファイルを作成
したい場合は、その旨の処理を行うことにより、ハイライト映像抽出ファイルを作成する
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ことができる。
【００３８】
　図３に示すように、ユーザは、メニュー画面（画面１）から「イベントビュー」または
「マップビュー」のいずれかを表示させ（画面２）、ハイライト映像抽出ファイルを作成
するいずれかのビューを指定することができる。そして、「イベントビュー」または「マ
ップビュー」を指定した後、ブラウズ画面でブラウズを行い、ハイライト画像を作成する
映像ファイルを選択する。
【００３９】
　「イベントビュー」の場合は、ハイライト映像抽出ファイルを作成する１又は複数のイ
ベントを選択する。また、「マップビュー」の場合は、ハイライト映像抽出ファイルを作
成する１又は複数の地点を選択する。そして、ハイライト再生ボタンを押すことにより、
ハイライト抽出映像が作成されて、ハイライト再生が行われる（画面３）。
【００４０】
　ユーザは、ハイライト抽出映像の再生中、または再生後に、「もう１回見る」、「保存
して共有」、「ハイライト再生設定」、「シナリオ保存」のいずれかのボタンを押すこと
により、これらの処理を行うことができる（画面４、画面５）。例えば、ハイライト抽出
映像の再生後に「もう１回見る」ボタンを押した場合は、ハイライト抽出映像をもう１回
見ることができる。また、「保存して共有」のボタンを押した場合は、ハイライト抽出映
像を１のハイライト映像抽出ファイルとして保存して、複数ユーザが共有できるようにウ
ェブへのアップロード、またはＤＶＤの作成の処理に移行することができる。これらの処
理については、後で詳細に説明する。また、「シナリオ保存」のボタンが押された場合は
、ハイライト映像抽出ファイル自体は保存されず、ハイライト抽出映像のシナリオが保存
される。
【００４１】
　また、ユーザは、既に保存されているシナリオに基づいて、シナリオ再生処理を行うこ
とができる。この場合、ユーザは、メニュー（画面１）からシナリオ再生画面に入り（画
面６）、「シナリオ再生」ボタンを押す。これにより、シナリオからハイライト抽出映像
が作成されて再生が行われる。再生を行った後は、「もう一回見る」、「シナリオ消去」
、「保存して共有」の各ボタンを押すことにより（画面７、画面８）、以降の処理に進む
ことができる。
【００４２】
　また、ユーザは、過去に作成して記憶部１５０に保存されているハイライト映像抽出フ
ァイルを指定して再生することができる。この場合、ユーザは、メニュー画面（画面１）
からハイライト動画一覧（Ｉｎｄｅｘ）を表示し（画面９）、保存されている所望のハイ
ライト映像抽出ファイルを指定する。これにより、ユーザは、過去に作成したハイライト
映像抽出ファイルを再生することができ（画面１０）、次に実行する機能を選択すること
でウェブ（Ｗｅｂ）にアップロードするか、またはＤＶＤを作成することによって共有す
ることができる（画面１１）。
【００４３】
　図４は、図３に示す画面４，５，７，８において、「保存して共有」のボタンが押され
た場合に、ハイライト映像抽出ファイルを保存して共有する処理を示す模式図である。ユ
ーザが「保存して共有」のボタンを押すと、図４示す画面２１が表示され、更に「ＯＫ」
ボタンを選択すると、再生されたハイライト抽出映像が１つのハイライト映像抽出ファイ
ルとして記憶部１５０に保存される。これにより、ハイライト映像抽出ファイルを１つの
ファイルの作品として保存することができる。
【００４４】
　ハイライト映像抽出ファイルを保存した後は画面２２が表示され、ユーザが「共有する
」を選択すると、ウェブ（Ｗｅｂ）にアップロードするか、またはＤＶＤを作成するかを
選択する画面が表示される（画面２３）。画面２３において、ユーザが「Ｗｅｂアップロ
ード」を選択した場合は、撮像装置１００とパーソナルコンピュータをＵＳＢケーブルで
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接続する旨のメッセージが表示される（画面２４）。ユーザは、撮像装置１００をパーソ
ナルコンピュータに接続して、ハイライト映像抽出ファイルをＷｅｂ上にアップロードす
ることができる。
【００４５】
　なお、撮像装置１００がインターネットなどのネットワークに接続するための機能を有
している場合は、撮像装置１００をパーソナルコンピュータに接続する必要はなく、撮像
装置１００からウェブに直接アップロードすることが可能である。
【００４６】
　また、画面２３においてユーザが「ＤＶＤ作成」を選択した場合は、撮像装置１００と
ＤＶＤ記録装置を接続する旨のメッセージが表示される（画面２５）。ユーザは、撮像装
置１００をＤＶＤ記録装置に接続して、ハイライト映像抽出ファイルをＤＶＤ上に記録す
ることができる。なお、撮像装置１００がＤＶＤ記録装置を備えている場合は、ハイライ
ト再生映像をＤＶＤ上に直接記録することができる。
【００４７】
　次に、図５に基づいて、ハイライト再生設定処理について説明する。図５中に示す画面
２ａは、図３の画面２ａと同様にイベントビューを示している。ユーザは、ハイライト再
生設定の画面（画面３１）に移行し、画面３１を操作することにより、ハイライト抽出映
像について各種の設定を行うことができる。ここでは、ユーザが設定できる項目として、
「範囲」、「テーマ」、「ＢＧＭ」、「長さ」、「音声ミックス」、「ポイント指定」の
６項目を例示する。「範囲」は、ハイライト抽出映像を作成するイベント（イベントビュ
ーの場合）の数、または日付（マップビューの場合）の数を設定する項目である。ユーザ
は、１のイベント（または日付）の映像からハイライト抽出映像を作成するか、または２
以上のイベント（または日付）の映像からハイライト抽出映像を作成するかを設定するこ
とができる。
【００４８】
　「テーマ」は、画像のエフェクト（画像効果）を設定する項目である。一例として、ユ
ーザは、「アクティブ」、「スタイリッシュ」、「シンプル」などの項目の中から、所望
の項目を選択して設定することができる。また、「ＢＧＭ」は、バックに流れる音楽を設
定する項目である。ユーザは、「ＢＧＭ」として所望の曲目を設定することができる。ま
た、「長さ」は、ハイライト抽出映像の時間的な長さを設定するための項目である。ここ
では、一例として、ハイライト抽出映像の時間的な長さを４段階の長さに調整できるもの
とする。また、「音声ミックス」は、ＢＧＭと実際の音声の大きさの割合を定めるための
項目である。また、「ポイント指定」は、元の映像ファイル中におけるハイライト映像の
位置を設定するための項目である。
【００４９】
　図３と同様に、画面２ａからハイライト再生を指示することにより、ハイライト抽出映
像が作成されて再生される（画面３）。また、画面３において、ハイライト抽出映像を再
生中に、「編集」を選択することにより、ハイライト抽出映像のシナリオを保存すること
ができる。上述したように、シナリオは、ハイライト抽出映像の中にどの映像ファイルか
らどれだけの時間のハイライト映像を取り込んだかを示す情報である。このように、シナ
リオを保存しておくことにより、保存されたシナリオを選択した際に、シナリオに基づい
てハイライト抽出映像を再生することができる。
【００５０】
　ハイライト再生が終了すると、図３で説明したように、「もう一回見る」、「ハイライ
ト再生設定」、「保存して共有」を選択する画面が表示される（画面４）。ハイライト再
生設定を再度行う場合は、「ハイライト再生設定」を選択して再度設定を行うことができ
る。
【００５１】
　また、ユーザは、図５中に示すイベントブラウズの各画面から、イベントビュー（画面
２ａ）、マップビュー（画面２ｂ）のそれぞれについて、インデックスを表示したり（画
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面４１，４２）、各映像ファイルを通常に再生することができる（画面４３，４４）。
【００５２】
　［４．撮像装置による処理フロー］
　図６は、撮像装置１００による処理手順を示すフローチャートである。先ず、ステップ
Ｓ１００では、ユーザがイベントビューまたはマップビューを指定して、ハイライト再生
を指示することにより、ハイライト抽出映像が作成されて再生が行われる。次に、ステッ
プＳ１０４では、ハイライト抽出映像を１のハイライト映像抽出ファイルとして保存する
か否かを判定する。ステップＳ１０４では、ユーザの操作に応じて、ハイライト映像抽出
ファイルを保存するか否かを判定する。なお、ステップＳ１００の後にハイライト抽出映
像のシナリオを保存することもできる。
【００５３】
　ステップＳ１０４でハイライト映像抽出ファイルを保存する場合は、ステップＳ１０６
に進む。一方、ステップＳ１０４でハイライト映像抽出ファイルを保存しない場合は、処
理を終了する。ステップＳ１０６では、再生したハイライト抽出映像を１つのハイライト
映像抽出ファイルとして保存する。次のステップＳ１０８では、ハイライト映像抽出ファ
イルを共有するか否かを判定する。ステップＳ１０８では、ユーザの操作に応じて、ハイ
ライト映像抽出ファイルを共有するか否かを判定する。
【００５４】
　ステップＳ１０８で、ハイライト映像抽出ファイルを共有する場合は、ステップＳ１１
０へ進む。一方、ハイライト映像抽出ファイルを共有しない場合は、処理を終了する。ス
テップＳ１１０へ進んだ場合は、ユーザの指示に応じて、ハイライト映像抽出ファイルを
ウェブにアップロードするか、またはＤＶＤを作成するかを判定する。ウェブにアップロ
ードする場合は、ステップＳ１１４へ進み、ネットワークへの接続を行った上で、ハイラ
イト映像抽出ファイルをウェブ上にアップロードする。一方、ＤＶＤを作成する場合は、
ステップＳ１１２へ進み、ＤＶＤを作成する。ステップＳ１１２，Ｓ１１４の後は処理を
終了する（ＥＮＤ）。
【００５５】
　また、ハイライト動画Ｉｎｄｅｘから選択して再生したハイライト映像抽出ファイルを
共有する場合、先ずステップＳ１０１にて、ハイライト動画一覧（Ｉｎｄｅｘ）を表示し
て、保存されている所望のハイライト映像抽出ファイルを指定した後、ステップＳ１００
にて、ハイライト抽出映像の再生が行われる。また、シナリオ再生からハイライト映像抽
出ファイルを保存する場合は、ステップＳ１０２でシナリオ再生を行った後、ステップＳ
１０４において、再生したハイライト抽出映像を１のハイライト映像抽出ファイルとして
保存するか否かを判定する。
【００５６】
　以上説明したように本実施形態によれば、ハイライト映像抽出ファイルを１つのデータ
ファイルに保存できるようにしたため、ハイライト再生映像をウェブにアップロードした
り、ハイライト再生映像のＤＶＤを作成する等の処理を容易に行うことができる。また、
既に作成したハイライト映像抽出ファイルを選択して再生することも可能なる。更に、ハ
イライト抽出映像のシナリオを保存しておくことにより、シナリオからハイライト抽出映
像を再生することができ、再生後に、ハイライト映像抽出ファイルを作成することも可能
となる。従って、ハイライト再生映像の利便性を大幅に高めることが可能となる。
【００５７】
　以上、添付図面を参照しながら本発明の好適な実施形態について詳細に説明したが、本
発明はかかる例に限定されない。本発明の属する技術の分野における通常の知識を有する
者であれば、特許請求の範囲に記載された技術的思想の範疇内において、各種の変更例ま
たは修正例に想到し得ることは明らかであり、これらについても、当然に本発明の技術的
範囲に属するものと了解される。
【符号の説明】
【００５８】
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　１００　　撮像装置
　１３４　　ハイライト抽出映像作成部
　１３６　　シナリオ作成部
　１３８　　ハイライト抽出映像再生部
　１４０　　ハイライト抽出映像保存部
　１４２　　ファイル出力部
　１４４　　インデックス作成部

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００５５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００５５】
　また、ハイライト動画Ｉｎｄｅｘから選択して再生したハイライト映像抽出ファイルを
共有する場合、先ずステップＳ１０１にて、ハイライト動画一覧（Ｉｎｄｅｘ）を表示し
て、保存されている所望のハイライト映像抽出ファイルを指定して再生した後、ステップ
Ｓ１０８へ進み、ハイライト映像抽出ファイルを共有するか否かを判定し、以降の処理を
行う。また、シナリオ再生からハイライト映像抽出ファイルを保存する場合は、ステップ
Ｓ１０２でシナリオ再生を行った後、ステップＳ１０４において、再生したハイライト抽
出映像を１のハイライト映像抽出ファイルとして保存するか否かを判定する。
【手続補正２】
【補正対象書類名】図面
【補正対象項目名】図６
【補正方法】変更
【補正の内容】
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【図６】
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