
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　
　
　
　

　

　

　さらに、前記分割候補点位置の前後の映像信号画像を前記表示装置に表示するステップ
を有することを特徴とする映像情報編集方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、映像情報の編集方法に関わり、特に、映像情報における編集候補位置を画面に
表示して、編集作業の効率化を計るための作業支援方法として好適に利用できるものであ
る。
【０００２】
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映像信号と音声信号とが記録媒体に記録された情報を編集する方法において、
前記記録媒体に記録された映像信号と音声信号を再生するステップと、
前記再生した音声信号の波形を表示装置に表示するステップと、
前記音声信号から所定レベルよりも小さい振幅が所定時間以上存在する期間を分割候補

点として検出するステップと、
前記音声信号の所定の音声成分以外の音質の音から音量変化または音質の変化が所定時

間以上持続した場合に分割候補点として検出するステップと、
前記表示装置に表示した音声信号波形に前記各々検出した分割候補点位置を示す識別情

報を表示するステップとを有し、



【従来の技術】
テレビジョン放送に関わるテレビ局や有線放送に関わるＣＡＴＶ局では、例えば、ドラマ
や映画などの映像情報である番組素材を制作会社から購入しその素材に基づいて番組を作
成する場合、必要であれば番組素材を分割し、分割された内の所定部分を削減することで
番組素材を短縮した上で、ＣＭ（コマーシャル・メッセージ）をその番組の途中に挿入す
る編集作業を施して、編集した番組の放送を行う。
【０００３】
例えば、購入された素材が３０分間分のドラマである場合は、そのドラマを２４分間に短
縮し、代わりにＣＭを６分挿入するようにして、３０分間の放送時間の番組として放送さ
れる。そのため、購入したときは３０分間であったドラマを２４分間に短くする編集作業
が必要となる。以上のように素材が編集されることを、一般にロール編集と呼ぶ。ここで
ロールとは、所定の番組内容について連続し、その内容に切れ目がなく送出される番組部
分のことを称するものである。
【０００４】
以下、従来の映像編集装置を用いて、番組素材をロール編集して放送時間が３０分の番組
を作成する場合の編集方法について説明する。この番組の放送枠の中において挿入される
ＣＭとしては、４つの部分、すなわち、前ＣＭ、中ＣＭ１、中ＣＭ２、後ＣＭに分割され
てそれぞれ放送枠中の所定の範囲の位置に挿入されるものとする。
【０００５】
図４に一般的な映像編集装置のブロック構成の一例を示す。図４において、ＶＴＲ（ビデ
オ・テープ・レコーダ）５０では、番組素材やＣＭ内容を記録したビデオテープから映像
信号が再生され出力される。制御装置５４では、ＶＴＲ５０からの映像信号が入力され、
入力された映像信号を基に操作者の指示等によって編集制御情報が生成される。編集制御
情報としては、番組素材の映像の分割点の位置を指定する情報、やフェードインあるいは
フェードアウトをする位置を指定する情報などである。また、制御装置５４からは、ＶＴ
Ｒ５０から入力された映像信号がモニタ５２へ出力されると共に、ＶＴＲ５１へ出力され
る。モニタ５２は、入力された映像信号をもとに画像を表示することで、ＶＴＲ５０が再
生する番組素材等を画像表示する。ＶＴＲ５１では、入力された編集結果である映像信号
が記録されると共に、入力されまたは記録された映像信号がモニタ５３へ出力される。モ
ニタ５３は、入力された映像信号をもとに画像を表示することで、ＶＴＲ５１に入力され
た番組素材等を画像表示する。なお、ＶＴＲ５０およびＶＴＲ５１の再生動作、記録動作
等は、制御装置５４から出力される各制御信号により制御される。
【０００６】
次に、上記図４に示す編集装置を用いてロール編集を行う従来の編集方法の動作について
、その動作の流れを示したフローチャートである、図１０を用いて説明する。なお、図１
０の動作フローはすべて編集者がモニタ５２による再生画像を見ながら制御装置５４を手
動で操作して実施するものである。
【０００７】
まず、図１０のステップ８０２において、番組素材を記録したビデオテープがＶＴＲ５０
にセットされ、ＶＴＲ５０は素材再生を行う。このときＶＴＲ５０からは、再生された映
像信号にタイムコード信号をスーパーインポーズさせ、その映像信号を送り出す。このＶ
ＴＲ５０による素材再生の開始や早送り等の動作は、例えば、操作者の指示に基づいて、
制御装置５４から制御信号が出力されることにより制御される。ここで、操作者はＶＴＲ
５０で再生されモニタ５２で表示される再生画像を見ることによって、ＶＴＲ５０の動作
制御の指示を、制御装置５４に対して行う。
【０００８】
次のステップ８０３において、操作者が番組素材のカット（分割）可能な候補位置を目視
にて検出する。ここで、適当な分割候補位置が検出され、制御装置５４にその検出された
位置が操作者から指示された場合はステップ８０４に移り、操作者により検出されず指示
のない場合はステップ８０５に移る。ステップ８０４では、検出された位置のタイムコー
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ド信号が、制御装置５４により記録されステップ８０５に移行する。なお、操作者が必要
とするならば、シーン内容の概要に関するメモや絵コンテ等の記録が操作者により別に作
成されることがある。
【０００９】
ステップ８０５では、制御装置５４は、上記ステップ８０３の分割候補位置検出対象の番
組素材が終了したか否かを確認する。終了した場合は次のステップ８０６に移り、終了し
ていない場合は残った分割候補位置検出対象の番組素材に対して検出を行うために、上述
のステップ８０３に戻る。
【００１０】
以上の結果、分割候補位置検出対象の番組素材に対し分割候補位置を検出するための検索
動作が終了すると、次のステップ８０６以降においては映像信号を記録しなおすための編
集作業が行われる。
【００１１】
そのステップ８０６において、操作者によりいくつかの分割候補位置の中から適当な２種
類のロール分割点、すなわち、ロールの開始点であるＩＮ点、およびロールの終了点であ
るＯＵＴ点の位置が最終的に決められる。この場合は、各ＯＵＴ点（番組素材開始位置を
含む）から、次の直近のＩＮ点（番組素材終了位置を含む）に至る期間がそれぞれ削除期
間とされて、それら削除期間すべての期間長の累積加算された値が、３０分間から２４分
間を減じた６分間となるように、各点の位置が決められる。
【００１２】
一つの番組中においてＣＭが挿入される時間帯の範囲は予め設定されていることが多い。
このステップ８０６では、必要に応じていくつかのＩＮ点、ＯＵＴ点の位置は、このＣＭ
が挿入される時間帯の中に来るように決定される。
【００１３】
この例では、番組の全時間は３０分なので、前ＣＭとしては、番組開始時間に近い時間帯
（番組枠開始から２分乃至３分後）に挿入される。次に中ＣＭ１は、番組枠開始から１０
分前後に、また、中ＣＭ２は番組枠開始から２０分前後にそれぞれ挿入される。最後の後
ＣＭは、番組終了に近い時間帯（番組枠終了から２乃至３分前）に挿入されるようにＣＭ
挿入候補点が決められる。
【００１４】
次にステップ８０７において、再びＶＴＲ５０から映像信号の再生出力が開始される。そ
してステップ８０８では、上記ステップ８０６にて決められたＯＵＴ点とＩＮ点のタイム
コード信号等の情報に基づき、ＯＵＴ点からＩＮ点の間の番組素材の映像信号と音声信号
を削除する。一方、ＣＭ映像素材がＶＴＲ５０で再生されて、ＩＮ点の位置で再生された
ＣＭ映像が挿入開始される。ステップ８０９において、次のＯＵＴ点でＣＭ映像の挿入が
終了される。ステップ８０８と８０９の期間中、ＣＭ映像（音声も含む）が挿入された編
集映像情報は、ＶＴＲ５１で記録される。
【００１５】
ここで、編集映像信号がＶＴＲ５１に記録される間は、モニタ５３でその記録されている
映像が表示されることで、その画像内容が確かめられる。
【００１６】
次にステップ８１０において、上記ステップ８０７からステップ８０９間の編集作業の対
象とされる素材部分の、すべての素材部分についての編集作業が終了したか否かを確認す
る。終了した場合は次のステップ８１１に移り、終了していない場合は残ったロール編集
対象の素材部分に対してロール編集を行うために上述のステップ８０７に戻る。
【００１７】
なお、日本特許出願の公開公報特開平２－１８４１８１号公報には、動画像の切れ目を、
その動画像の音量等を解析することで検出する動画像編集装置が請求項に記載されている
。また、同じく特開平５－２９０５４９号公報には、音声情報、例えば、音楽の切れ目、
音声認識による特定話者の発生状況、ノイズレベルやノイズ特性などを分割基準として映
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像情報を分割する映像編集支援装置が示されている。
【００１８】
【発明が解決しようとする課題】
上述の従来技術の編集方法では、操作者が、素材再生による映像信号及び音声信号に基づ
く再生画像と音声とを同時にモニタしながら、ロール分割点となるＩＮ点、ＯＵＴ点を決
定する。そして、そのＩＮ点、ＯＵＴ点に関わる情報、例えば、フィールド期間を最小の
単位とするタイムコード情報を記録し、ダビング作業時にすぐ呼び出せるようにする必要
がある。その検出には、素材を再生中に番組内容の区切れる部分、シーンとシーンの変わ
り目の部分、または、ＣＭが番組の途中に挿入されても問題なく放送できる部分等を探し
出す。一般に、映像情報の情報量は膨大なものであり、映像内容も多岐に渡るため、操作
者によって人手を用いて検出が行われる。そのため、その検出作業時に編集対象となる素
材が再生されている間は、ロール分割点が検出されるか否かに関わらず、操作者が検出作
業のために拘束されることになる。
【００１９】
また、この従来の編集方法では、人手を用いて検出が行われることを考慮して、素材再生
する場合は、人間が映像と音声とが同期していることを確認しながら視聴される。その場
合は、人間の感覚に合わせた再生速度、すなわち、ほぼ通常の再生速度に制約されて再生
されるため、検出作業をより高速化させることはできない。
【００２０】
本発明の目的は、ロール編集作業時における操作者の作業を支援し、より迅速にロール編
集できるようにする映像編集方法を提供するものである。
【００２１】
【課題を解決するための手段】
本発明によれば、映像信号と音声信号とが一緒に記録される形式の記録情報の編集点の候
補を自動的に検出して表示して、編集者が簡単に編集点を決定できるようにする編集方法
を提供する。
【００２２】
さらに、本発明によれば、上記編集方法の手順がコンピュータで読まれて実行されるプロ
グラムコードの形式で格納する記憶媒体が提供される。
【００２３】
本発明による記録情報を編集する方法では、記録情報が再生され、再生した記録情報の音
声信号中に所定の状態が発生したかどうか検出され、記録情報中の所定の状態が検出され
た位置に基づき編集位置を示す識別情報が生成されて表示装置の画面に表示される。
【００２４】
本発明によるコンピュータで読まれて実行されるプログラムコードを格納する記憶媒体は
、映像信号と該映像信号に関連する音声信号とを含む記録情報を再生しながら、音声信号
中に所定の状態が発生したかどうか検出するための手順のプログラムコードを格納する第
１のセクションと、記録情報中の所定の状態が検出された位置を示す識別情報を生成し、
該識別情報を表示装置の画面に表示するための手順のプログラムコードを格納する第２の
セクションとを格納する（備える）。
【００２５】
本発明によれば、自動的に音声信号が所定の時間以上にわたり所定のレベル以下となる部
分、例えば、無音部分の存することに基づき、分割候補点と、その無音部分内の削除候補
期間とを検出し、記憶することで、人手による削除候補期間の位置検出または決定に要す
る作業を大幅に削減することができ、ロール編集に関わる作業性を向上させることができ
る。
【００２６】
また本発明によれば、自動的に、番組の長さに合わせて削除候補期間の期間長を修正する
ことで、人手による番組期間長の設定作業を大幅に削減することができ、ロール編集に関
わる作業性を向上させることができる。
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【００２７】
【発明の実施の形態】
以下、本発明に関わる映像信号編集装置のブロック構成例を図２に示す。
図２のＶＴＲ１では、番組素材やＣＭ内容を記録したビデオテープから、編集対象の映像
信号や音声信号が再生され出力される。ＶＴＲ１より出力された映像信号や音声信号は分
配器６に入力され、ビデオサーバ２および制御装置４にそれぞれ分配出力される。ビデオ
サーバ２は、情報が格納された領域にランダムにアクセスできる記憶装置であり、例えば
ディスク型記憶装置である。ビデオサーバ２の記憶領域へのアクセス（読みだしと書き込
み動作）は制御装置４で制御される。制御装置４は、プログラムに従って情報処理をする
ためのＣＰＵ（図示せず）と制御プログラムを格納するメモリ（図示せず）とを含むコン
ピュータ（図示せず）と、ＶＴＲ１やビデオサーバ２からの情報を格納する記憶装置（図
示せず）とを有する。ビデオサーバ２では、分配器６からの映像信号や音声信号が入力さ
れ、入力された信号がランダム・アクセス方式でもって記録されるために、所定のフォー
マットに応じた映像情報に変換され、記録される。ビデオサーバ２に記録されている映像
情報は、必要に応じて映像信号や音声信号に変換されてモニタ３あるいは制御装置４へそ
れぞれ出力される。なお、制御装置４へは、上記フォーマットのままか、または別種のフ
ォーマットに変換された上で出力されるとしてもよい。
【００２８】
制御装置４では、分配器６またはビデオサーバ２から、映像信号や音声信号等の映像情報
が入力され、それら入力された映像情報を基に編集用の制御データ等が生成される。その
生成された制御データ等は、制御装置４あるいは制御装置４に接続された記憶装置５に保
持される。制御装置４からは、その制御データ等を基にＶＴＲ１とビデオサーバ２とをそ
れぞれ制御するための制御信号が出力され、ＶＴＲ１およびビデオサーバ２の再生動作、
およびビデオサーバ２の記録動作等が、この制御信号によりそれぞれ制御される。
【００２９】
また、操作者が編集制御の内容を確認し、または編集状態を確認するために、制御装置４
に接続された表示装置７が、制御装置４からの表示用信号により、上記制御データや映像
信号、音声信号に関する情報、例えば、タイムコード信号やシーンの概要に関する情報に
基づいた表示を行う。なお、表示装置７では、操作者が操作するマウス等の入力装置（図
示せず）の操作と組み合わせることによってデータ入力可能とするための表示が合わせて
表示される。
【００３０】
（実施例１）
以上説明した構成の映像編集装置において用いられる、本発明に関わる映像編集方法を実
現した場合の一実施例について、本発明の映像編集方法のフローチャートの一例を示す図
１と、表示装置７における表示画面の例を示した図３とを用いて説明する。
【００３１】
図１では、ロール編集するために分割可能な位置を映像編集装置が検出し表示する手順を
示す。まず、ステップ１０２において、番組素材を記録したビデオテープがＶＴＲ１にセ
ットされ、ＶＴＲ１は素材再生を行なう。このとき、例えばＶＴＲ１からは、再生された
映像信号または音声信号にタイムコード信号がスーパーインポーズされて、その映像信号
や音声信号が分配器６へ送り出される。このＶＴＲ１による素材再生は、例えば、操作者
の指示などに基づいて、制御装置４から制御信号が出力されることにより制御される。Ｖ
ＴＲ１から出力された映像信号や音声信号からなる映像情報は、分配器６を介してビデオ
サーバ２に入力されると共に、制御装置４に同様に入力される。
【００３２】
次にステップ１０３において、制御装置４は、分割候補点とするのに最適な位置を抽出す
るために、入力された映像情報の音声信号の特徴検出を行う。この一例を示すと、ビデオ
サーバ２から入力された映像情報、または分配器６を介して入力された映像情報の音声信
号において、所定の特徴、例えば、音声信号の再生時の音声信号レベルが所定時間、例え
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ば、０．５秒間～２秒間以上、望ましくは１秒間以上にわたり所定レベル以下になること
を検出する。
【００３３】
このような無音状態の検出による分割候補点の自動決定は、制御装置４の中に音声信号レ
ベルの検出器（図示せず）と信号比較回路（図示せず）とを設けて、検出した音声信号の
レベルと所定の閾値とを比較して、閾値以下となっている時間をカウントし、カウント値
が基準値を越えた時を分割候補点とすることで実施できる。この分割候補点はＯＵＴ点候
補とされる。
【００３４】
次のステップ１０４において、制御装置４は、ステップ１０３で検出された検出結果が該
当する特徴であると判定すればステップ１０５に移り、該当する特徴でなければステップ
１０６に移る。
【００３５】
ステップ１０５では、制御装置４は、音声信号の所定の特徴、例えば上述したように、音
声信号の再生時の音声信号レベルが所定時間以上にわたり所定レベル以下になる期間（第
１の期間）を検出する。そして、その第１の期間内に、音声信号における第１の分割候補
点（ＯＵＴ点）、及びその第１の分割候補点に関わる映像信号における第２の分割候補点
（ＩＮ点）を選定する。そして、制御装置４は、それら分割候補点に関わる情報、例えば
、タイムコード信号等を記憶し、または記憶装置５に出力し、記憶装置５はその情報を記
憶する。そして、次のステップ１０６に移る。
【００３６】
音声信号の特徴を検出する方法としては、他の方法も可能である。座談会のような会話が
中心の番組素材では、その音声信号の周波数帯はおおよそ３００～３，４００Ｈｚの範囲
に集中する。また、コンサートの録画のような番組素材では、音声信号はより広い周波数
範囲にエネルギ成分が分布する。従って、音声信号の中に特定の周波数帯の成分が少なく
なるか、別の周波数帯に変化した場合を検知することによりシーンの切れ目を検出でき、
それが分割点の候補となりうる。例えば、音声信号を３００～３，４００Ｈｚのバンドパ
スフィルタを通過させてその出力レベルを基準値と比較して、基準値以下の出力レベルが
一定期間持続した場合を分割候補点とすることができる。
【００３７】
また、背景音に特定の音声が重畳されている場合には、重畳されている音声成分以外の音
質の音を検出して、その検出された音の音質あるいは音量が変化したときを分割候補点と
することもできる。例えば、ヘリコプターの音や、海岸の波の音あるいは草むらのカエル
の声などの音質の音以外の音を検知して、その検知された音の音質あるいは音量が変化し
てそれが一定時間持続した場合を分割候補点とすればよい。
【００３８】
ステップ１０６では、制御装置４は、音声信号の特徴を検出すべき映像情報入力が終わっ
たか否かを判定し、それが終わった場合は次のステップ１０７に移り、終わっていない場
合は、さらに、映像情報を入力するためにステップ１０２に戻る。なお、音声信号の特徴
を検出すべき映像情報が、すでに制御装置４に記憶されている場合は、制御装置４にロー
ドされる必要がないので、ステップ１０２に戻らずに、ステップ１０３に戻るとしてもよ
い。
【００３９】
ステップ１０７では、表示部７が、選定された候補点を基に音声信号波形と、それに関連
したフレーム画像とを表示する。以下、図３を用いてその表示の一例を説明する。
【００４０】
上述のごとく各候補点が選定されると、記憶装置に記憶された情報または制御装置に保持
された情報を基に、制御装置４に接続された表示部７は、図３に示す画面を表示する。図
３において、３０は、映像情報のうち、タイムコード信号の値を横軸にしてその映像情報
を時間的に表示したスケールである。また３１の矢印は、音声信号の特徴に基づいて自動
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検出された分割候補点（ＯＵＴ点候補）である。この矢印３１の示す先は、スケール３０
のタイムコードの値である。矢印３１は、分割する区間の代表位置を示す記号であっても
よい。分割候補点は図示のように複数検出される場合がある。後で説明するように、これ
ら複数の分割候補点３１の中から適切な点が選択される。
【００４１】
３２はカット部拡大表示領域で、分割候補点３１の一つが選択された場合に、その位置に
関わる静止画像（フレーム画像）３３と音声波形３４とが表示され、選択された候補点に
関する音声や映像の内容を確認することができる。３５は、本編カット画像表示部で、分
割候補点であるＩＮ点やＯＵＴ点前後の静止画が表示される。この本編カット画像表示部
３５に表示される静止画は、操作者がそれらＩＮ点やＯＵＴ点を修正や設定のための指示
を行う場合に、それらを見ながら指示内容を決定しやすいようにするものである。
【００４２】
また、ＩＮ点設定ボタン３６は、番組の放送で使う部分の開始点、すなわちＩＮ点を決め
るために、操作者がマウス等を操作し、画面上を移動させるカーソル等を用いて指示でき
るようにするためのボタン表示である。同様にＯＵＴ点設定ボタン３７は、番組の放送で
使う部分の終了点、すなわちＯＵＴ点を決めるためのものである。タイムコード表示部３
８は、分割候補点を選択した場合の、その選択された分割候補点に関わるタイムコード信
号の値を表示する。１ロール長表示部３９は、放送で使う番組部分（ロール）のうち、あ
る一つのロールのＩＮ点からＯＵＴ点までの長さを時間で表示する。全ロール長表示部４
０は、放送で使う全ての番組部分の、ロール編集されたＩＮ点からＯＵＴ点までの長さを
加算した合計時間を表示する。そして、４２の終了ボタンは、ロール編集の終了を指示で
きるようにするための表示である。
【００４３】
カーソルを所望の分割候補点の矢印に置いて、ＩＮ点設定ボタン３６をマウスでクリック
すれば、図３の４３で示すような白い三角形の記号が画面に表示される。この白三角４３
は決定したＩＮ点のスケール３０上の位置を示す。カーソルを所望の分割候補点の矢印に
置いて、ＯＵＴ点設定ボタン３７をマウスでクリックすれば、図３の４４で示すような黒
い三角形の記号が画面に表示される。この黒三角４４は決定したＯＵＴ点のスケール３０
上の位置を示す。なお、ＩＮ点４３とＯＵＴ点４４は設定した後にその位置の変更や削除
をすることも可能である。
【００４４】
（実施例２）
次に、図５のフローチャートを用いて、ＣＭ挿入候補点を選択する手順について説明する
。
まず、ステップ２０２において、制御装置４は、図１に示した手順（ステップ１００）で
検出された第１の分割候補点（ＯＵＴ点）と第２の分割候補点（ＩＮ点）とからなる候補
点ペアに関する情報を、例えばステップ１０５により記憶装置５に記憶されている場合は
その記憶装置５からロードする。なお、その情報が制御装置４に保持されたままであれば
、このロードは特に必要ない。
【００４５】
次に、ステップ２０３において、候補点ペアのタイムコード信号等の情報を基に、制御装
置４は、例えば、前ＣＭ、中ＣＭ１、中ＣＭ２、後ＣＭそれぞれの映像と音声の信号を挿
入するための放送枠中の所定の範囲内に、複数の候補点の位置の内どれが存在するかを決
定する。
【００４６】
次のステップ２０４において、制御装置４により、ステップ２０３で確認された候補点の
位置が、上記所定の範囲内にあると判定された場合はステップ２０５に移り、上記所定の
範囲内にないと判定された場合はステップ２０６に移行する。
【００４７】
ステップ２０５では、制御装置４は、上記所定の範囲にあることに基づき、その分割候補
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点をＣＭ挿入候補点として選択する。そのＣＭ挿入候補点に関わる情報、例えば、タイム
コード信号等を記憶装置５に出力し、記憶装置５はその情報を記憶する。そして次のステ
ップ２０６に移る。
【００４８】
ステップ２０６では、制御装置４は、ＣＭ挿入候補点か否かの確認をするためのすべての
分割候補点ロードが終わったか否かを判定し、それが終わった場合は次のステップ２０７
に移り、終わっていない場合はその確認されていない分割候補点をロードするために、ス
テップ２０２に戻る。
【００４９】
以上により、ＣＭ挿入候補点が選択されることで、操作者が画像再生を見ながら検索する
ことをしないで、操作者の作業が簡便化されて作業効率が向上する。
【００５０】
（実施例３）
次に、図６を用いて、ＩＮ点とＯＵＴ点の間の削除され不要な映像情報の削除期間の候補
となる削除候補期間の期間長を、制御装置４が調整して、残りの映像情報の期間と挿入す
るＣＭ情報の期間の合計が、放送時間に入るように調整される処理について説明する。
【００５１】
図６のステップ４０２において、制御装置４により、図１に示した手順（ステップ１００
）で検出された分割候補点に関わる、上記音声信号が所定レベル以下である期間（第１の
期間）に関わる情報、例えば、その第１の期間の開始点、終了点の、それぞれのタイム信
号等が記憶装置５からロードされる。なお、その情報が制御装置４に保持されたままであ
れば、このロードは特に必要ない。次にステップ４０３において、制御装置４は、その第
１の期間内であって、各ＯＵＴ点（映像情報終了点を含む）と、そのＯＵＴ点の後の直近
のＩＮ点までの期間を、削除される期間の候補期間、すなわち削除候補期間として検出す
る。そして制御装置４から、その削除候補期間に関わる情報、例えば、タイムコード信号
等が記憶装置５へ出力され、記憶装置５はその情報を記憶する。
【００５２】
制御装置４は、次のステップ４０４において、ステップ４０２でロードされた上記第１の
期間に関わる情報の次に、更に別の第１の期間に関わる情報をロードするか否かを判定す
る。その判定の結果、ロードしない場合は次のステップ４０５に移行し、ロードする場合
は、次の第１の期間に関わる情報をロードするために、ステップ４０２に戻る。
【００５３】
以上の処理により、上記第１の期間に関わる全ての削除候補期間が検出され、検出された
削除候補期間に関わる期間長等の情報が記憶されたことで、次のステップ４０５では、制
御装置４により、それら削除候補期間の期間長の合計が計算される。その計算結果を受け
、次のステップ４０６では、制御装置４により、その削除候補期間の期間長の合計が所定
の長さであるか否かが判定され、所定の長さと一致する場合はステップ４１０に移行する
。また、所定の長さでない場合は、その合計の期間を所定の長さとするために、ステップ
４０７に移る。
【００５４】
ステップ４０７では、制御装置４により、各削除候補期間の情報がロードされる。次に、
ステップ４０８に移行し、制御装置４は、それぞれの削除候補期間の期間長を所定の手順
を用いて最適な期間長となるように変更し、その変更後の削除候補期間に関わる情報、例
えば、その期間長等を記憶する。
【００５５】
ステップ４０８における削除候補期間の変更のための処理の例として以下のような方法が
提案される。
【００５６】
▲１▼削除候補期間の期間長の合計とステップ４０６の所定の長さとの比率が求められ、
求められた比率を各削除候補期間の期間長に乗算または除算して得られる期間に一律に変
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更する。例えば、削除候補期間の期間長の合計が８分間で、上記所定の長さが６分間の場
合は６／８＝０．７５を各削除候補期間の期間長に乗じた期間長となるように各削除候補
期間に係わるＩＮ点およびＯＵＴ点の少なくともいずれかの位置を変更する。
【００５７】
あるいは、▲２▼ステップ１０５で決定している所定時間および所定レベル値の少なくと
も一方を複数の値が選択切り換え可能なようにしておき、それを適宜切り換えたことによ
って各削除候補期間の期間長が変更されるようにする。それにより、例えば、削除候補期
間の期間長合計をより長くしたい場合は上記所定期間のより短い値を選択するか上記所定
レベルのより小さい値を選択することで、より期間長合計を短くすることができる。
【００５８】
あるいは、▲３▼各削除候補期間の期間長に応じて、例えば削除候補期間の合計長をより
短くしたい場合、ある所定の長さより各削除期間の期間長が短ければその削除候補期間は
そのままとし、同じか長ければその削除候補期間の長さを短くするようにすることで、合
計長が短くされる。さらに、例えば削除候補期間の期間長をより長くしたい場合、ある基
準値より各削除期間の期間長が短ければその削除候補期間は候補から外されて削除しない
期間に変更し、基準値と同じかより長ければそのままとすることで、合計長が長くされる
。
あるいは、▲４▼上述の▲１▼～▲３▼を適宜組み合わせて処理する手順とする。
【００５９】
次のステップ４０９では、制御装置４により、削除候補期間のロードが全てなされたか否
かが判定され、全てロードされた場合は、再度期間長の合計を求めるためにステップ４０
５に移行し、ロードが終了していない場合は、次の削除候補期間の情報をロードするため
にステップ４０７に戻る。
【００６０】
以上の動作を繰り返すことにより、操作者の確認設定作業を必要とせずに、削除候補期間
の期間長の合計が所定の長さに一致し、あるいは近似することで、より作業効率よくロー
ル編集を行うことができる。もし、上記合計が、所定の長さと一致しない場合であっても
、一致させるために必要なとなる操作者による残作業が、大幅に低減できる。
【００６１】
（実施例４）
次に、図７を用いて削除候補期間のＯＵＴ点およびＩＮ点の位置を確定し、削除候補期間
を削除期間として設定するときの手順を説明する。なお、この手順では、ＯＵＴ点および
ＩＮ点の位置と期間長とが必要に応じて修正される。
【００６２】
図７において、ステップ５０１からステップ５０５までは、それぞれ図６のステップ４０
１からステップ４０５までと同様の動作が行なわれ、削除候補期間の検出とそれらの期間
長の合計が計算される。
【００６３】
ステップ５０５の次に実行されるステップ５０６においては、ステップ４０６と同様に、
制御装置４により、上記計算された削除候補期間の期間長の合計が所定の長さと一致する
か否かの判定がなされる。その判定の結果、削除候補期間の期間長の合計が所定の長さの
場合はステップ５１１に移行する。また、所定の長さでない場合は、ステップ５０７に移
る。ステップ５０７では、制御装置４により、削除候補期間のそれぞれが、対応する第１
の期間と同じ幅か否かが検出される。削除候補の期間が第１の期間と同じ幅である場合は
、それ以上削除期間長が長くできない、すなわち、可変量が存在しないとされる。さらに
、全ての削除候補期間について可変量が存在しない、すなわち、可変量の限界であると判
定された場合は、ステップ５１２に移行する。また、まだ可変量が限界でないと判定され
た場合は、ステップ５０８に移行する。可変量が存在しないとされる場合に、もし削除期
間をより長く変更すれば、必要な映像信号の一部が欠けることになる。
【００６４】
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ステップ５０８では、制御装置４は、まだ可変量が存在する削除候補期間の情報をロード
する。次のステップ５０９では、制御装置４により、ロードされた削除候補期間の期間長
が、その可変量の限度の範囲内で可変されて、上記合計量が、上記所定量に近づくように
変更される。そして、その変更された削除候補期間に関する、タイムコード信号等の情報
が記憶装置５でを記憶される。
【００６５】
次のステップ５１０では、制御装置４により、次の削除候補期間をロードするか否かが判
定され、ロードすると判定された場合はステップ５０８に戻り、ロードしないと判定され
た場合は、期間長の合計を求めるためにステップ５０５へ移行し、ステップ５０５と次の
ステップ５０６とにおいて、上述と同様の動作を行う。
【００６６】
そして、ステップ５０６で、上述の期間長の合計が所定の長さと一致する場合は、前述の
ように次のステップ５１１に移行することになり、ステップ５１１において、上述した期
間の期間長の修正が必要か否かが判定される。この判定には、例えば、操作者からの指示
等が制御装置４に入力されると、その指示等に基づいて制御装置４により、修正要または
修正不要と判定される。修正不要の場合は、ステップ５１９に移行する。また、修正要の
場合はステップ５１２に移行する。
【００６７】
修正要の場合、ステップ５１２では、制御装置４にて修正対象である削除候補期間の情報
がロードされる。次のステップ５１３では、その削除候補期間が、削除候補から解除され
るか否かが判定される。この判定には、例えば、操作者からの指示等が制御装置４に入力
されると、その指示等に基づいて制御装置４は、解除要または解除不要と判定する。解除
要と判定された場合は、ステップ５１７に移行する。また、解除不要と判定された場合は
、次のステップ５１４に移行し、ステップ５１４で制御装置４により、さらに削除候補期
間について修正要か否かが判定される。修正要の場合はステップ５１５に移行し、修正不
要の場合はステップ５１６に移行する。ステップ５１５では、削除候補期間に関する期間
長等の修正がなされる。そして、次のステップ５１６に移行する。
【００６８】
ステップ５１６では、制御装置４により、削除候補期間が削除期間として確定され、その
確定された削除期間に関わる情報が記憶装置５に記憶される。そして、つぎのステップ５
１８に移行する。
【００６９】
ステップ５１７では、制御装置４により、削除候補期間が削除候補から解除され、その解
除された期間に関わる情報が記憶装置５に記憶される。そして、次のステップ５１８に移
行する。
【００７０】
ステップ５１８では、ステップ５１７あるいはステップ５１６においてそれぞれ解除また
は確定された期間の、次の削除候補期間を、制御装置４がロードするか否かを判定する。
ロードすると判定された場合は、ステップ５１２に戻り、次の削除候補期間の情報が制御
装置４によりロードされる。また、ロードしないと判定された場合は、ステップ５０５に
戻り、制御装置４により再度期間長の合計が計算され、以下、前述した動作が行われる。
【００７１】
また、前述したように修正不要時にステップ５１９に移行した場合は、そのステップ５１
９において、確定前の削除期間にされていない削除候補期間が制御装置４により検出され
る。また、削除候補期間ありと判定された場合は、ステップ５２０に移り、そこで削除候
補期間が削除期間として確定され、次のステップ５２１へ移行する。また、ステップ５１
９で削除候補期間なしと判定された場合はそのままステップ５２１へ移行する。
【００７２】
以上により、全ての削除候補期間が削除期間として確定され、全ての削除期間の合計が所
定の長さとなることで、操作者は、簡単な操作、例えば、上述したようにステップ５１１
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における指示等のような操作を除いては、作業する必要がなく、効率的にロール編集作業
を行うことができる。
【００７３】
（実施例５）
図７に示したフローチャートによる手順は、第１の期間に関わる削除候補期間の期間長を
修正またはその期間を解除することによって、所定の長さと一致させるものである。しか
しながらこのフローチャートでは、第１の期間外の期間にはみ出し、または、第１の期間
以外の期間内に削除期間を設ける場合については考慮されていない。従って、このことが
考慮された手順について、図８に示すフローチャートを用いて説明する。
【００７４】
図８のフローチャートは、ステップ６１２およびステップ６１８の二つを除き、ステップ
６０１からステップ６２１までが、図７のステップ５０１からステップ５２１までとそれ
ぞれ同様の動作となる。従って、ステップ６１２及びステップ６１８以外のステップの動
作の説明は省略する。
【００７５】
ステップ６１２へは、ステップ６０７、６１１、６１８から移行する。ステップ６１２で
は、図７のステップ５１２と同様に修正対象である削除候補期間の情報が制御装置４へロ
ードされると共に、さらに、削除期間に関わる情報がロードされる。さらに、第１の期間
によらない任意の時点における、新たなＯＵＴ点およびＩＮ点が設定され、その設定され
たＯＵＴ点およびＩＮ点間の期間（第１の期間によらない削除期間）に関わる情報が制御
装置４にロードされて、ステップ６１８へ移行する。
【００７６】
次に、ステップ６１８へは、ステップ６１６またはステップ６１７から移行する。ステッ
プ６１８では、図７のステップ５１８と同様に次の削除候補期間のロードがあるか否かが
制御装置４によりを判断されると共に、次の削除期間があるかが判断される。そして、次
の削除候補期間または次の削除期間があると判断された場合は、ステップ６１２に移行し
、それらがないと判断された場合は、ステップ６０５に移動する。
【００７７】
以上のように構成することによって、図７のフローチャートでは削除候補期間の解除ある
いは確定は、上述の第１の期間内の削除候補期間が対象であったものを、図８のフローチ
ャートでは、その対象が広げられて、削除期間についても解除または確定（再確定を含む
）できる。さらに、第１期間によらない削除期間または削除候補期間についてもその対象
とすることができる。
【００７８】
（実施例６）
次に、上述した図７または図８にそれぞれ示したフローチャートの手順によって得られた
削除期間の中から、さらに、ＣＭ挿入候補点を選択する手順について、図９を用いて説明
する。図９のフローチャートの構成は、図５のフローチャートの構成と同一であり、フロ
ーチャートを構成しているステップの一部について動作内容の違いが存する。
【００７９】
まず、ステップ７０２において、制御装置４は、図７または図８に示した手順（ステップ
５００またはステップ６００）で検出された削除期間に関する情報を、例えば記憶装置５
に記憶されている場合はその記憶装置５からロードする。なお、その情報が制御装置４に
保持されたままであれば、このロードは特に必要ない。
【００８０】
次に、ステップ７０３において、削除期間に関するタイムコード信号等の情報を基に、制
御装置４は、例えば従来技術の説明時に上述したような前ＣＭ、中ＣＭ１、中ＣＭ２、後
ＣＭを挿入するための放送枠中の所定の範囲内に、削除期間の開始位置（ＯＵＴ点の位置
）のいずれかが存するか否かを確認する。
【００８１】
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次のステップ７０４において、制御装置４により、ステップ７０３で確認された候補点の
位置が、上記所定の範囲内にあると判定された場合はステップ７０５に移行し、上記所定
の範囲内にないと判定された場合はステップ７０６に移行する。
【００８２】
ステップ７０５では、制御装置４は、上記所定の範囲にあることに基づき、その分割候補
点をＣＭ挿入候補点として選択する。そのＣＭ挿入候補点に関わる情報、例えば、タイム
コード信号等が記憶装置５へ出力され、記憶装置５はその情報を記憶する。そして次のス
テップ７０６に移る。
【００８３】
ステップ７０６では、制御装置４により、ＣＭ挿入候補点か否かの確認をするために全て
の分割候補点ロードが終わったか否かが判定され、それが終わった場合は次のステップ７
０７に移り、終わっていない場合はその確認がなされていない分割候補点をロードするた
めにステップ７０２に戻る。
【００８４】
以上により、ＣＭ挿入候補点が選択されることで、操作者が検索することなく、操作者の
作業が簡便化されて作業効率が向上する。
【００８５】
【発明の効果】
本発明によりロール編集のための分割候補点を、例えば、映像情報の無音部分の期間の中
から自動的に検出することにより、操作者による分割点候補位置を探すための作業、分割
点候補位置の情報を記録する作業に掛かる時間が、大幅に短縮され、作業効率が格段に向
上される。また、ロール編集のための分割点候補位置が表示装置の表示画面に表示され、
かつ、分割候補点の音声波形や、分割点の静止画像が組合わされて表示されることにより
、操作者が削除候補期間やＣＭ挿入候補点を決定するのに必要な情報を画面を見るだけで
簡便に決定することができる。また、各ロールの長さが自動的に、番組放送枠に合わせて
調整されることで、ロール分割点とする候補の位置を自動で選択調整するので、より早く
ロール分割点を決めることができる。
【００８６】
以上のことから、番組の素材をロール編集して放送する素材にするまでの、作業時間や効
率が向上する。
【００８７】
本発明による記録情報の編集方法は、図４に示す編集装置を使用して実施することも可能
である。本発明は、ＣＭ情報を挿入する編集以外の編集処理にも適用できる。本発明の方
法を応用して、音声信号の特徴に基づき特定の音声信号の状態を検出し、検出位置を画面
に表示する映像監視装置などにも応用できる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の映像編集方法の実施例の手順を図示したフローチャート
【図２】本発明による編集方法を実施可能な映像編集装置のブロック構成例を示す図
【図３】本発明に関わる映像編集装置の表示装置における表示画面の一例を示す図
【図４】映像編集装置のブロック構成例を示す図
【図５】本発明の映像編集方法の一実施例の手順を図示したフローチャート
【図６】本発明の映像編集方法の一実施例の手順を図示したフローチャート
【図７】本発明の映像編集方法の一実施例の手順を図示したフローチャート
【図８】本発明の映像編集方法の一実施例の手順を図示したフローチャート
【図９】本発明の映像編集方法の一実施例の手順を図示したフローチャート
【図１０】従来の映像編集方法の手順の例を図示したフローチャート
【符号の説明】
１、５０、５２　ＶＴＲ（ビデオ・テープ・レコーダ）
２　ビデオサーバー
３、５１、５３　モニタ
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４　制御装置
５　記憶装置
６　分配器
７　表示装置
３０　スケール
３１　位置を示す記号
３２　カット部拡大表示領域
３３　静止画像
３４　音声波形
３５　本編カット画像表示部
３６　ＩＮ点設定ボタン
３７　ＯＵＴ点設定ボタン
３８　タイムコード表示部
３９　１ロール長表示部
４０　全ロール長表示部
４２　終了ボタン
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】 【 図 ６ 】
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【 図 ７ 】 【 図 ８ 】

【 図 ９ 】 【 図 １ ０ 】
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