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(57)【要約】
　本発明の実施形態は、映像処理方法、映像処理装置お
よび表示装置を提供し、前記方法は、ユーザが配置した
編集規則を取得するステップと、前記編集規則に含まれ
るマーク指示情報に基づき、各マーク指示情報によって
指示された映像セグメントを映像セグメントライブラリ
から抽出するステップと、抽出された映像セグメントに
対して編集処理を実行するステップとを含む。本発明は
、マーク情報に基づき映像セグメントを抽出し編集する
ことができ、操作が簡単である。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ユーザが配置した編集規則を取得するステップと、
　前記編集規則に含まれるマーク指示情報に基づき、各マーク指示情報によって指示され
た映像セグメントを映像セグメントライブラリから抽出するステップと、
　抽出された映像セグメントに対して編集処理を実行するステップと、
　を含むことを特徴とする映像処理方法。
【請求項２】
　前記ユーザが配置した編集規則を取得するステップの前に、
　映像セグメントを取得するために、空中撮影機から転送された映像データを受信して映
像源とするステップをさらに含むことを特徴とする請求項１に記載の映像処理方法。
【請求項３】
　前記ユーザが配置した編集規則を取得するステップの前に、
　現在映している対象映像に対するマーク操作を取得し、前記マーク操作で選定された映
像セグメントを切り取るステップと、
　前記選定された映像セグメントのためにマークを生成し、前記選定された映像セグメン
トを前記生成されたマークと関連づけし、映像セグメントライブラリに保存するステップ
と、
　をさらに含むことを特徴とする請求項１に記載の映像処理方法。
【請求項４】
　前記選定された映像セグメントのためにマークを生成するステップは、
　前記選定された映像セグメントの撮影時刻に基づき、前記選定された映像セグメントの
ために時刻マークを生成するステップ、
　前記選定された映像セグメントの撮影位置に基づき、前記選定された映像セグメントの
ために位置マークを生成するステップ、および
　前記映像セグメントが選定されたときの格付け情報に基づき、前記選定された映像セグ
メントのために格付けマークを生成するステップ、のいずれか一つまたは複数を含むこと
を特徴とする請求項３に記載の映像処理方法。
【請求項５】
　前記ユーザが配置した編集規則を取得するステップは、
　デフォルトの編集規則、またはユーザが自ら定義した編集規則を取得するステップを含
むことを特徴とする請求項４に記載の映像処理方法。
【請求項６】
　前記デフォルトの編集規則は、
　映像セグメントの時刻マークに基づき編集する編集規則、映像セグメントの位置マーク
に基づき編集する編集規則、および格付けマークに基づき編集する編集規則のいずれか一
つまたは複数の組み合わせを含むことを特徴とする請求項５に記載の映像処理方法。
【請求項７】
　前記選定された映像セグメントを前記生成されたマークと関連づけし、映像セグメント
ライブラリに保存するステップの後に、
　修正操作コマンドを取得した際に、前記修正操作コマンドに基づき前記映像セグメント
に対応するマークを修正するステップをさらに含むことを特徴とする請求項３に記載の映
像処理方法。
【請求項８】
　前記映像セグメントのマークに基づき、所定の数の映像セグメントを抽出するステップ
と、
　前記抽出された映像セグメントを用いて映像サンプルを合成するステップと、
　前記映像サンプルを共有するステップと、
　前記映像サンプルの共有プロセスにおいて、前記映像サンプルの共有評価情報を取得す
るステップと、
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　前記共有評価情報に基づき、合成された各映像サンプルについて対象サンプルの選別を
行うステップと、
をさらに含むことを特徴とする請求項１に記載の映像処理方法。
【請求項９】
　前記共有評価情報に基づき、合成された各映像サンプルについて対象サンプルの選別を
行うステップの後に、
　対象サンプルの選別の後に得られた対象サンプルおよびその共有評価情報をマークとし
て前記対象サンプルと関連づけし、映像セグメントライブラリに保存するステップをさら
に含むことを特徴とする請求項８に記載の映像処理方法。
【請求項１０】
　抽出された映像セグメントに対して編集処理を実行するステップは、
　前記抽出された映像セグメントを結合して映像ファイルを得るステップを含むことを特
徴とする請求項１に記載の映像処理方法。
【請求項１１】
　前記抽出された映像セグメントに対して編集処理を実行するステップは、
　前記映像ファイルに対する修正コマンドを取得した際に、前記修正コマンドに基づき前
記映像ファイルを修正するステップをさらに含むことを特徴とする請求項１０に記載の映
像処理方法。
【請求項１２】
　前記映像ファイルに対する修正コマンドは、
　前記映像ファイルにおける映像セグメントを再並べ替えすること、映像ファイルにおけ
る映像セグメントを削除すること、または前記映像ファイルに新しい映像セグメントを追
加することのいずれか一つまたは複数を含むことを特徴とする請求項１１に記載の映像処
理方法。
【請求項１３】
　前記抽出された映像セグメントを結合して映像ファイルを得るステップは、
　テンプレートを取得し、前記抽出された映像セグメントを前記テンプレートに挿入して
映像ファイルを得るステップを含むことを特徴とする請求項１０に記載の映像処理方法。
【請求項１４】
　前記テンプレートを取得し、前記抽出された映像セグメントを前記テンプレートに挿入
して映像ファイルを得るステップは、
　デフォルトの音声および／または字幕を含むテンプレートを取得し、前記抽出された映
像セグメントを前記デフォルトの音声および／または字幕を含むテンプレートに挿入して
映像ファイルを得るステップを含むことを特徴とする請求項１３に記載の映像処理方法。
【請求項１５】
　前記テンプレートを取得し、前記抽出された映像セグメントを前記テンプレートに挿入
して映像ファイルを得るステップは、
　デフォルトのトランジションセグメントを含むテンプレートを取得し、前記抽出された
映像セグメントを、前記トランジションセグメントを含むテンプレートに挿入して映像フ
ァイルを得るステップを含むことを特徴とする請求項１３または１４に記載の映像処理方
法。
【請求項１６】
　ユーザが配置した編集規則を取得するための取得モジュールと、
　前記編集規則に含まれるマーク指示に基づき、各マーク指示によって指示された映像セ
グメントを映像セグメントライブラリから抽出する抽出モジュールと、
　抽出された映像セグメントに基づき編集処理を実行するための編集モジュールと、
　を含むことを特徴とする映像処理装置。
【請求項１７】
　映像セグメントを取得するために、空中撮影機から転送された映像データを受信して映
像源とする保存モジュールをさらに含むことを特徴とする請求項１６に記載の映像処理装
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置。
【請求項１８】
　採取モジュールをさらに含み、前記採取モジュールは、
　現在映している対象映像に対するマーク操作を取得し、前記マーク操作で選定された映
像セグメントを切り取るためのマークユニットと、
　前記選定された映像セグメントのためにマークを生成し、前記選定された映像セグメン
トを前記生成されたマークと関連づけし、映像セグメントライブラリに保存するための保
存ユニットと、
　を含むことを特徴とする請求項１６に記載の映像処理装置。
【請求項１９】
　前記保存ユニットは、
　前記選定された映像セグメントの撮影時刻に基づき、前記選定された映像セグメントの
ために時刻マークを生成するステップ、
　前記選定された映像セグメントの撮影位置に基づき、前記選定された映像セグメントの
ために位置マークを生成するステップ、
　および前記映像セグメントが選定されたときの格付けに基づき、前記選定された映像セ
グメントのために格付けマークを生成するステップのいずれか一つまたは複数を実行する
ために用いられることを特徴とする請求項１８に記載の映像処理装置。
【請求項２０】
　前記取得モジュールは、映像セグメントの時刻マークに基づき編集する編集規則、映像
セグメントの位置マークに基づき編集する編集規則、および格付けマークに基づき編集す
る編集規則のいずれか一つもしくは複数の組み合わせを含むデフォルトの編集規則を取得
するか、またはユーザが自ら定義した編集規則を取得するために用いられることを特徴と
する請求項１９に記載の映像処理装置。
【請求項２１】
　前記抽出モジュールは、
　修正操作コマンドを取得した際に、前記修正操作コマンドに基づき前記映像セグメント
に対応するマークを修正するための第１の修正ユニットを含むことを特徴とする請求項１
８に記載の映像処理装置。
【請求項２２】
　選別モジュールをさらに含み、前記選別モジュールは、
　前記映像セグメントのマークに基づき、所定の数の映像セグメントを抽出するための選
択ユニットと、
　前記抽出された映像セグメントを用いて映像サンプルを合成するためのサンプル生成ユ
ニットと、
　前記映像サンプルを共有するための共有ユニットと、
　前記映像サンプルの共有プロセスにおいて、前記映像サンプルの共有評価情報を取得す
るためのマーク取得ユニットと、
　前記共有評価情報に基づき、合成された各映像サンプルについて対象サンプルの選別を
行うための選別ユニットと、
　を含むことを特徴とする請求項１６に記載の映像処理装置。
【請求項２３】
　前記選別モジュールは、
　前記対象サンプルおよび前記対象サンプルに対する共有評価情報をマークとして前記対
象サンプルと関連づけし、映像セグメントライブラリに保存するためのサンプル保存ユニ
ットをさらに含むことを特徴とする請求項２２に記載の映像処理装置。
【請求項２４】
　前記編集モジュールは、
　前記抽出された映像セグメントを結合して映像ファイルを得るための合成ユニットを含
むことを特徴とする請求項１６に記載の映像処理装置。
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【請求項２５】
　前記編集モジュールは、
　前記映像ファイルに対する修正コマンドを取得した際に、前記修正コマンドに基づき前
記映像ファイルを修正するための第２の修正ユニットをさらに含むことを特徴とする請求
項２４に記載の映像処理装置。
【請求項２６】
　前記第２の修正ユニットは、前記映像ファイルにおける映像セグメントを再並べ替えす
ること、映像ファイルにおける映像セグメントを削除すること、および前記映像ファイル
に新しい映像セグメントを追加することのいずれか一つまたは複数の操作に用いられるこ
とを特徴とする請求項２５に記載の映像処理装置。
【請求項２７】
　前記合成ユニットは、テンプレートを取得し、前記抽出された映像セグメントを前記テ
ンプレートに挿入して映像ファイルを得るために用いられることを特徴とする請求項２４
に記載の映像処理装置。
【請求項２８】
　前記合成ユニットは、デフォルトの音声および／または字幕を含むテンプレートを取得
し、前記抽出された映像セグメントを前記デフォルトの音声および／または字幕を含むテ
ンプレートに挿入して映像ファイルを得るために用いられることを特徴とする請求項２７
に記載の映像処理装置。
【請求項２９】
　前記合成ユニットは、デフォルトのトランジションセグメントを含むテンプレートを取
得し、前記抽出された映像セグメントを、前記トランジションセグメントを含むテンプレ
ートに挿入して映像ファイルを得るために用いられることを特徴とする請求項２７または
２８に記載の映像処理装置。
【請求項３０】
　ディスプレイとプロセッサとを含み、
　前記ディスプレイは、映像セグメントおよび操作情報を表示するために用いられ、
　前記プロセッサは、ユーザが配置した編集規則を取得し、前記編集規則に含まれるマー
ク指示に基づき、各マーク指示によって指示された映像セグメントを映像セグメントライ
ブラリから抽出し、抽出された映像セグメントに基づき編集処理を実行するために用いら
れることを特徴とする表示装置。
【請求項３１】
　前記プロセッサは、映像セグメントを取得するために、空中撮影機から転送された映像
データを受信して映像源とするために用いられることを特徴とする請求項３０に記載の表
示装置。
【請求項３２】
　前記プロセッサは、ユーザが配置した編集規則を取得する前に、現在映している対象映
像に対するマーク操作を取得し、編集操作で選定された映像セグメントを切り取り、前記
選定された映像セグメントのためにマークを生成し、前記選定された映像セグメントを前
記生成されたマークと関連づけし、映像セグメントライブラリに保存するために用いられ
ることを特徴とする請求項３０に記載の表示装置。
【請求項３３】
　前記プロセッサは、、
　前記選定された映像セグメントの撮影時刻に基づき、前記選定された映像セグメントの
ために時刻マークを生成するステップ、
　前記選定された映像セグメントの撮影位置に基づき、前記選定された映像セグメントの
ために位置マークを生成するステップ、
　および前記映像セグメントが選定されたときの格付けに基づき、前記選定された映像セ
グメントのために格付けマークを生成するステップのいずれか一つまたは複数を実行する
ために用いられることを特徴とする請求項３２に記載の表示装置。
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【請求項３４】
　前記プロセッサは、デフォルトの編集規則を取得するか、またはユーザが自ら定義した
編集規則を取得するために用いられることを特徴とする請求項３３に記載の表示装置。
【請求項３５】
　前記プロセッサは、映像セグメントの時刻マークに基づき編集すること、映像セグメン
トの位置マークに基づき編集すること、格付けマークに基づき編集することのいずれか一
つまたは複数の組み合わせのために用いられることを特徴とする請求項３４に記載の表示
装置。
【請求項３６】
　前記プロセッサは、前記抽出された映像セグメントを前記生成されたマークと関連づけ
し、映像セグメントライブラリに保存するステップの後に、修正操作コマンドを取得した
際に、前記修正操作コマンドに基づき前記映像セグメントに対応するマークを修正するた
めに用いられることを特徴とする請求項３２に記載の表示装置。
【請求項３７】
　前記プロセッサは、前記映像セグメントのマーク情報に基づき、所定の数の対象映像セ
グメントを抽出し、前記抽出された映像セグメントを用いて映像サンプルを合成し、前記
映像サンプルを共有し、前記映像サンプルの共有プロセスにおいて、前記映像サンプルの
共有評価情報を取得し、前記共有評価情報に基づき、合成された各映像サンプルについて
対象サンプルの選別を行うために用いられることを特徴とする請求項３０に記載の表示装
置。
【請求項３８】
　前記プロセッサは、対象サンプルの選別の後に得られた対象サンプルおよびその共有評
価情報をマークとして前記対象サンプルと関連づけし、映像セグメントライブラリに保存
するために用いられることを特徴とする請求項３７に記載の表示装置。
【請求項３９】
　前記プロセッサは、前記抽出された映像セグメントを結合して映像ファイルを得るため
に用いられることを特徴とする請求項３０に記載の表示装置。
【請求項４０】
　前記プロセッサは、前記映像ファイルに対する修正コマンドを取得した際に、前記修正
コマンドに基づき前記映像ファイルを修正するために用いられ、前記修正コマンドは、前
記映像ファイルにおける映像セグメントを再並べ替えすること、映像ファイルにおける映
像セグメントを削除すること、および前記映像ファイルに新しい映像セグメントを追加す
ることのいずれか一つまたは複数の操作を含むことを特徴とする請求項３９に記載の表示
装置。
【請求項４１】
　前記プロセッサは、テンプレートを取得し、前記映像ファイルを前記テンプレートに挿
入して映像ファイルを得るために用いられることを特徴とする請求項３９に記載の表示装
置。
【請求項４２】
　前記プロセッサは、デフォルトの音声および／または字幕を含むテンプレートを取得し
、前記抽出された映像セグメントを前記デフォルトの音声および／または字幕を含むテン
プレートに挿入して映像ファイルを得るために用いられることを特徴とする請求項４１に
記載の表示装置。
【請求項４３】
　前記プロセッサは、デフォルトのトランジションセグメントを含むテンプレートを取得
し、前記抽出された映像セグメントを、前記トランジションセグメントを含むテンプレー
トに挿入して映像ファイルを得るために用いられることを特徴とする請求項４１または４
２に記載の表示装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
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【０００１】
　本発明は、マルチメディア技術分野に関し、特に映像処理方法、映像処理装置および表
示装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　電子製品の普遍的な使用に伴い、デジタルスチルカメラおよびビデオカメラならびにス
マートフォンなどの多くが撮影機能を有しており、映像の記録に広範に用いられている。
また、映像の解像度および画質は高まっており、元の映像ファイルが必要とするスペース
は大きくなっている。現在、映像の編集は、一般に、元の映像ストリームにおいて優れた
映像セグメントを切り取り、複数の優れた映像を一つの組み合わせ映像としてつなぎ合わ
せ、映像に音楽、字幕を追加する編集を含む。
【０００３】
　現在の映像編集方式は、比較的専門的なビデオ編集アプリケーションを用いて映像に対
してフレームレベルの編集処理を行うものであり、普通のユーザにとっては操作が不便で
あり、根気と時間を費やす。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　本発明の実施形態で主に解決する技術的課題は、映像に対する処理を便利かつ迅速に実
現可能な映像処理方法、映像処理装置および表示装置を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　一態様において、本発明の実施形態は、
　ユーザが配置した編集規則を取得するステップと、
　前記編集規則に含まれるマーク指示情報に基づき、各マーク指示情報によって指示され
た映像セグメントを映像セグメントライブラリから抽出するステップと、
　抽出された映像セグメントに対して編集処理を実行するステップと、
　を含む映像処理方法を提供する。
【０００６】
　もう一つの態様において、本発明の実施形態は、
　ユーザが配置した編集規則を取得するための取得モジュールと、
　前記編集規則に含まれるマーク指示に基づき、各マーク指示によって指示された映像セ
グメントを映像セグメントライブラリから抽出する抽出モジュールと、
　抽出された映像セグメントに基づき編集処理を実行するための編集モジュールと、
　を含む映像処理装置をさらに提供する。
【０００７】
　さらにもう一つの態様において、本発明の実施形態は、ディスプレイとプロセッサとを
含み、
　前記ディスプレイは、前記映像セグメントおよび操作情報を表示するために用いられ、
　前記プロセッサは、ユーザが配置した編集規則を取得し、前記編集規則に含まれるマー
ク指示に基づき、各マーク指示によって指示された映像セグメントを映像セグメントライ
ブラリから抽出し、抽出された映像セグメントに基づき編集処理を実行するために用いら
れる表示装置をさらに提供する。
【０００８】
　本発明の実施形態は、マークに基づき映像セグメントを抽出し、編集処理を行うことが
でき、操作は便利である。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】本発明の実施形態の映像処理方法のフロー概略図である。
【図２】本発明の実施形態のもう一つの映像処理方法のフロー概略図である。
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【図３】本発明の実施形態の映像処理装置の構造概略図である。
【図４】本発明の実施形態のもう一つの映像処理装置の構造概略図である。
【図５】図４または図５における映像処理装置の抽出モジュールの概略図である。
【図６】図４または図５における映像処理装置の編集モジュールの概略図である。
【図７】図５における映像処理装置の採取モジュールの概略図である。
【図８】図５における映像処理装置の選別モジュールの概略図である。
【図９】本発明の実施形態の表示装置の構造概略図である。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　以下、本発明の実施形態における図面と合わせ、本発明の実施形態における技術手法に
ついて、明確かつ完全に記述するが、記述する実施形態は、本発明の一部の実施形態に過
ぎず、すべての実施形態ではないことは明らかである。本発明における実施形態に基づき
、当業者が進歩性を有する作業を行わない前提の下で得たその他すべての実施形態は、い
ずれも本発明の保護する範囲に属す。
【００１１】
　抵触しない場合、下記の実施形態および実施形態における特徴は、互いに組み合わせて
もよい。
【００１２】
　図１は、本発明の実施形態の映像処理方法のフロー概略図であり、本発明の実施形態の
前記方法は、空中撮影機、スチルカメラ、ビデオカメラ、スマートフォン、タブレットＰ
Ｃなどの映像を再生可能な電子装置において実現することができ、具体的には、前記方法
は、次のステップを含む。
【００１３】
　Ｓ１０１：ユーザが配置した編集規則を取得する。
【００１４】
　前記ユーザが編集規則を配置する際に、デフォルトの編集規則を直接選択しても、ユー
ザが必要に応じて編集規則を自ら定義してもよい。
【００１５】
　ユーザが配置した編集規則を取得する前に、映像セグメントを取得するために、空中撮
影機から転送された映像データを受信して映像源してもよい。具体的には、空中撮影機で
撮影された映像データをローカルで一時的に保存し、この映像データを、映像源とする、
すなわち、映像セグメントを切り取る対象映像とすることができる。
【００１６】
　また、ユーザが配置した編集規則を取得する前に、現在映している対象映像に対する編
集操作を取得し、マーク操作で選定された映像セグメントを切り取り、前記選定された映
像セグメントのためにマークを生成し、前記選定された映像セグメントを前記生成された
マークと関連づけし、映像セグメントライブラリに保存してもよい。または、対象映像か
ら映像セグメントを切り取り、対象映像における映像セグメントの開始時刻、終了時刻、
解像度などの、前記各映像セグメントに対応する記述情報を保存してもよい。その後に、
保存した各映像セグメントに対応する記述情報に基づき、メモリカードなどの、前記空中
撮影機上の保存媒体に記録された映像から対応する映像セグメントを抽出することができ
る。
【００１７】
　前記対象映像において映像セグメントを切り取る際に、前記映像セグメントの解像度を
調節してもよい。例えば、スペースを節約するために、前記映像セグメントの解像度を小
さくするか、または補間技術などの方法を用いて映像セグメントの解像度を高めてもよい
。
【００１８】
　具体的には、前記現在映している対象映像に対する編集操作は、シングルクリック操作
、ダブルクリック操作またはプレスアンドホールド操作などの、前記対象映像に対するマ
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ーク操作を含む。シングルクリック操作の場合には、シングルクリック操作の時刻におい
て対象映像で所定の時間の長さ前後にそれぞれ拡張し、映像セグメントを選定する。本実
施形態においては、前に２秒拡張し、後ろに３秒拡張して、長さ５秒の映像セグメントを
得ているが、当然、ユーザの必要に応じて、その他の長さに設定してもよい。例えば、前
後に各５秒拡張して、長さ１０秒の映像セグメントを得る。前後２回のダブルクリック操
作の場合には、対象映像で２回ダブルクリック操作した時刻の間の映像セグメントを選定
する。プレスアンドホールド操作の場合には、このプレスアンドホールド操作の開始時刻
および終了時刻に基づき、プレスアンドホールド操作の開始時刻と終了時刻との間の映像
セグメントを対象映像で選定する。ユーザが機能ボタンを押す動作が映像の再生よりも遅
れることを回避するため、機能ボタンが押された時刻を前に数秒間拡張して開始点とする
ことにより、切り取る映像セグメントがより完全なものになることを保証してもよい。本
実施形態において、機能ボタンを押す際に、対象映像の開始方向に２秒拡張し、当然、そ
の他の時間長拡張してもよく、また、対象映像の終了方向に所定時間長拡張してもよい。
【００１９】
　映像セグメントを選定する際に、映像セグメントの撮影位置、撮影時刻および格付け情
報のいずれか一つまたは複数を併せて生成してもよい。具体的には、前記選定された映像
セグメントの撮影時刻に基づき、この選定された映像セグメントのために時刻マークを生
成しても、前記選定された映像セグメントの撮影位置に基づき、この選定された映像セグ
メントのために位置マークを生成しても、前記映像セグメントが選定されたときの格付け
情報に基づき、この選定された映像セグメントのために格付けマークを生成してもよい。
その後の必要に応じて、映像セグメントに対して時刻マーク、位置マークおよび格付けマ
ークのいずれか一種または複数種を生成してもよい。
【００２０】
　映像セグメントを選定する際に等級マークを直接クリックまたはプレスアンドホールド
し、前記映像セグメントを三つ星、四つ星またはその他の等級に設定するなど、映像セグ
メントを選定する際に映像セグメントに対する格付け情報をまとめて生成してもよい。等
級マークをクリックまたはプレスアンドホールドすることによって映像セグメントを選定
しない場合、選定された映像セグメントは、デフォルトの格付け情報を自動的に取得し、
ユーザはこの格付け情報を後から修正することができる。
【００２１】
　その後で、修正操作コマンドを取得した場合、修正操作コマンドに基づき、時刻マーク
、位置マークおよび／または格付けマークなどの、映像セグメントに対応するマークを修
正することができる。映像セグメントおよび映像セグメントに対応するマークを関連づけ
て映像セグメントライブラリに保存する。
【００２２】
　デフォルトの編集規則は、映像セグメントの時刻マークに基づき編集する編集規則、映
像セグメントの位置マークに基づき編集する編集規則、および格付けマークに基づき編集
する編集規則のいずれか一種または複数種の組み合わせを含んでもよい。
【００２３】
　ユーザが自ら定義した編集規則は、ユーザの必要に応じて設定した特定の格付け、時間
および／または位置の組み合わせとしてもよい。
【００２４】
　本実施形態において、現在映している対象映像は、録画中の映像であっても、録画が完
了したプレビュー再生の映像であっても、再生された映像であってもよい。
【００２５】
　Ｓ１０２：前記編集規則に含まれるマーク指示情報に基づき、各マーク指示情報によっ
て指示された映像セグメントを映像セグメントライブラリから抽出する。
【００２６】
　ユーザが配置した編集規則がデフォルトの編集規則である場合、デフォルトの編集規則
におけるマーク指示情報に基づき、例えば、時刻マークが当日である映像セグメントを抽
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出するか、位置マークが海辺である映像セグメントを抽出するか、格付けマークがすべて
三つ星である映像セグメントを抽出するか、または当日海辺で撮影したすべて四つ星の映
像セグメントなどの、時刻マーク、位置マークおよび格付けマークのいずれかの組み合わ
せの映像セグメントを抽出する。また、編集規則は、１回の撮影プロセスにおいて選定さ
れた映像セグメントを抽出して映像ファイルを合成してもよく、例えば、航空機の１回の
飛行撮影プロセスにおいてユーザが選定した映像セグメントを抽出して、映像ファイルを
合成してもよい。
【００２７】
　ユーザが配置した編集規則が自ら定義した編集規則である場合、自ら定義した編集規則
におけるマーク指示情報に基づき、映像セグメントを抽出する。編集規則のマーク指示情
報が、格付けマークが五つ星である２つの映像セグメント、位置マークが森林である１つ
の映像セグメント、および時刻マークが当日である１つの映像セグメントを抽出する必要
があるものである場合、このマーク指示情報に基づき、対応するマークを有する映像セグ
メントを映像セグメントライブラリから抽出する。自ら定義した編集規則は、再生する対
象映像に基づき、簡単な編集操作によって迅速に生成することができる。
【００２８】
　Ｓ１０３：抽出された映像セグメントに対して編集処理を実行する。
【００２９】
　Ｓ１０２におけるマーク指示情報に基づき、対応する映像セグメントを抽出した後、映
像セグメントを映像ファイルとして合成する。
【００３０】
　映像ファイルを合成する際に、抽出された映像セグメントを重ねて、映像ファイルを形
成してもよい。テンプレートを取得し、前記抽出された映像セグメントを前記テンプレー
トに挿入して映像ファイルを得てもよい。この取得するテンプレートは、デフォルトのテ
ンプレートをシステムが自動的に取得しても、ユーザが選択したテンプレートをユーザの
コマンドに基づき取得してもよい。
【００３１】
　前記テンプレートは、デフォルトの音声、字幕およびトランジションセグメントのいず
れか一つまたは複数を含んでもよい。テンプレートがトランジションセグメントを含む場
合、前記映像セグメントをトランジションセグメントの間に挿入してトランジションセグ
メントによって前記映像セグメントをつなぐなど、前記映像セグメントおよびトランジシ
ョンセグメントをユーザコマンドに基づき配列する。テンプレートが音声および／または
字幕を含む場合、直接前記映像セグメントをテンプレート中の音声および／または字幕と
映像ファイルに合成する。テンプレートを選択して映像セグメントを挿入した後、完全な
映像ファイルを作成し、ブラウズする人にブラウズを行わせることができる。
【００３２】
　また、ユーザは、テンプレートにおいて配された音声、字幕およびトランジションセグ
メントのいずれか一つまたは複数を変更するなど、テンプレートを編集してもよい。
【００３３】
　映像ファイルを合成した後、前記映像ファイルに対する修正コマンドを取得した場合、
前記修正コマンドに基づき映像ファイルを修正することができる。具体的には、修正コマ
ンドが、再並べ替えである場合、ユーザが指定した配列順序を受信して映像セグメントを
再並べ替えし、映像ファイルを合成するか、またはシェイク、再合成機能ボタンのクリッ
クなどの動作を実行して抽出された映像セグメントを無作為に再並べ替えし、映像ファイ
ルを合成する。修正コマンドが、映像ファイルにおける映像セグメントの削除である場合
、ユーザの削除コマンドを受信し、削除コマンドで指定された情報に基づき、対応する映
像セグメントを削除する。修正コマンドが、前記映像ファイルへの新しい映像セグメント
の追加である場合、ユーザの追加コマンドを受信し、追加コマンドで指定された追加位置
および追加する映像セグメントのマークに基づき、対応するマークを有する映像セグメン
トを映像セグメントライブラリから抽出し、映像ファイルの指定位置に挿入する。また、
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修正コマンドが、素材の再抽出である場合、マーク指示情報に適合する映像セグメントを
映像セグメントライブラリから再抽出し、映像ファイルを再合成する。
【００３４】
　本発明の実施形態の映像処理方法は、操作が簡単で便利であり、専門的なビデオ編集の
知識およびスキルを必要としない。
【００３５】
　さらに、図２は、本発明の実施形態のもう一つの映像処理方法であり、具体的には次の
ステップを含む。
【００３６】
　Ｓ２０１：ユーザが配置した編集規則を取得する。
【００３７】
　ユーザが配置した編集規則を取得する前に、現在映している対象映像に対するマーク操
作を取得し、前記マーク操作で指定された映像セグメントを抽出し、選定された映像セグ
メントのためにマークを生成し、前記選定された映像セグメントを前記生成されたマーク
と関連づけし、映像セグメントライブラリに保存する。
【００３８】
　具体的には、シングルクリック操作、ダブルクリック操作またはプレスアンドホールド
操作などのマーク操作によって、対象映像において映像セグメントを選定した後、選定さ
れた映像セグメントを切り取る。映像セグメントを選定する際に、映像セグメントの撮影
位置、撮影時刻および格付け情報のいずれか一種または複数種を併せて生成することによ
り、位置マーク、時刻マークおよび／または格付けマークなどのマークを得て、映像セグ
メントおよび映像セグメントに対応するマークを関連づけて映像セグメントライブラリに
保存してもよい。
【００３９】
　前記ユーザが編集規則を配置する際に、デフォルトの編集規則を直接選択しても、ユー
ザが必要に応じて編集規則を自ら定義してもよい。
【００４０】
　デフォルトの編集規則は、映像セグメントの時刻マークに基づき編集する編集規則、映
像セグメントの位置マークに基づき編集する編集規則、および格付けマークに基づき編集
する編集規則のいずれか一種または複数種の組み合わせを含んでもよい。
【００４１】
　ユーザが自ら定義した編集規則は、ユーザの必要に応じて設定した特定の格付け、時間
および／または位置の組み合わせとしてもよい。
【００４２】
　Ｓ２０２：前記編集規則に含まれるマーク指示情報に基づき、各マーク指示情報によっ
て指示された映像セグメントを映像セグメントライブラリから抽出する。
【００４３】
　ユーザが配置した編集規則がデフォルトの編集規則である場合、デフォルトの編集規則
におけるマーク指示情報に基づき、例えば、特定の格付けマーク、時刻マークまたは位置
マークを有する映像セグメントを抽出するか、または１回の撮影プロセスにおいて選定し
た映像セグメントを抽出する。
【００４４】
　ユーザが配置した編集規則が自ら定義した編集規則である場合、自ら定義した編集規則
におけるマーク指示情報に基づき、映像セグメントを抽出する。
【００４５】
　Ｓ２０３：前記映像セグメントを映像サンプルとして合成する。
【００４６】
　編集規則におけるマーク指示情報に基づき、対応する映像セグメントを抽出した後、前
記映像セグメントを複数の映像サンプルとして合成する。映像ファイルを合成する際に、
抽出された映像セグメントを重ねて、映像ファイルを形成してもよい。テンプレートを取
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得し、前記抽出された映像セグメントを前記テンプレートに挿入して映像ファイルを得て
もよい。この取得するテンプレートは、デフォルトのテンプレートをシステムが自動的に
取得しても、ユーザが選択したテンプレートをユーザのコマンドに基づき取得してもよい
。テンプレートは、デフォルトの音声、字幕およびトランジションセグメントのいずれか
一つまたは複数を含んでもよい。
【００４７】
　また、合成プロセスにおいて、前記映像セグメントに対して、再並べ替え、特定の映像
セグメントの削除、映像セグメントの追加などの編集操作を行ってもよい。
【００４８】
　マーク規則におけるマーク指示情報に基づき映像セグメントライブラリから抽出可能な
映像セグメントの数が所定の値以上である場合、前記映像セグメントをグループ分けし、
特定の数の対象映像セグメントを各グループから抽出し、複数の映像サンプルを合成する
。抽出可能な映像セグメントの数が所定の値未満である場合、特定の数の対象映像セグメ
ントを抽出し、複数の映像サンプルを合成する。
【００４９】
　具体的には、例えば、時刻マークに基づき、時刻マークが当日撮影されたものである映
像セグメントが計２０個抽出された場合、この２０個の映像セグメントから、１０個、５
個などの所定の数の対象映像セグメントを抽出し、複数の映像サンプルを合成する。時刻
マークが当日撮影されたものである映像セグメントが計１０００個抽出された場合、この
１０００個の映像セグメントを、１グループあたり１００個の映像セグメントが含まれる
１０グループなど、特定のグループに分け、各グループから、２０個の映像セグメントな
ど、特定の数を抽出し、複数の映像サンプルを合成する。前記グループ分けの数、各グル
ープから選択する映像セグメントの数は、いずれもユーザが設定することができる。グル
ープ分けするか否かを判断する所定の値も、ユーザが設定することができる。
【００５０】
　また、選択した映像セグメントが最終的に必要な映像セグメントであることをユーザが
確定した場合、１つの映像サンプルに合成することができる。
【００５１】
　Ｓ２０４：前記映像サンプルを共有する。
【００５２】
　前記合成された映像サンプルを、ネットワークにアップロードするなど、特定の共有プ
ラットフォームにアップロードし、ブラウズする人が視聴できるようにする。
【００５３】
　Ｓ２０５：前記映像サンプルの共有プロセスにおいて、前記映像サンプルの共有評価情
報を取得する。
【００５４】
　ブラウズする人が、前記映像サンプルをブラウズした際に、個人の好みに応じて映像に
「いいね！」をするか、または評価することができるとともに、映像サンプルがクリック
された回数およびユーザが映像サンプルに留まった時間も記録することができる。前記共
有プロセスにおいて、映像サンプルに対する「いいね！」、評価、留まった時間および／
またはクリック回数などの共有情報を取得する。
【００５５】
　Ｓ２０６：前記共有評価情報に基づき、合成された各映像サンプルについて対象サンプ
ルの選別を行う。
【００５６】
　「いいね！」の数、評価、クリック数および留まった時間などの前記共有評価情報に基
づき、映像サンプルを選別し、対象サンプルを得る。
【００５７】
　前記対象サンプルおよび前記対象サンプルに対する共有評価情報をマークとして前記対
象サンプルと関連づけし、映像セグメントライブラリに保存する。
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【００５８】
　Ｓ２０７：さらなる合成が必要か否かを判断する。
【００５９】
　映像サンプルを合成する前に、抽出された映像セグメントの数が所定の値以上である場
合、映像サンプルは、グループ分けした後にグループごとに合成されたサブサンプルであ
るため、最終的な映像にさらに合成して編集する必要がある。映像サンプルを合成する前
に、抽出された映像セグメントの数が所定の値未満である場合、選別された対象サンプル
を映像ファイルとして残し、この映像ファイルを共有プラットフォームに残すことができ
る。
【００６０】
　そのため、さらなる合成が必要な場合には、ステップＳ２０１からＳ２０３を繰り返し
、前記ステップＳ２０３で合成された映像サンプルを最終的な映像ファイルとする。さら
なる合成を必要としない場合には、対象サンプルを映像ファイルとする。
【００６１】
　本発明の実施形態の映像処理方法は、操作が簡単で便利であり、専門的なビデオ編集の
知識およびスキルを必要としない。
【００６２】
　次に本発明の実施形態の映像処理装置および再生装置について説明する。
【００６３】
　図３は、本発明の実施形態の映像処理装置の構造概略図であり、本発明の実施形態の前
記装置は、空中撮影機、スチルカメラ、ビデオカメラ、スマートフォン、タブレットＰＣ
および航空機の表示装置に配置することができ、具体的には、前記装置は、
　ユーザが配置した編集規則を取得するための取得モジュール１と、
　前記編集規則に含まれるマーク指示に基づき、各マーク指示によって指示された映像セ
グメントを映像セグメントライブラリから抽出する抽出モジュール２と、
　抽出された映像セグメントに基づき編集処理を実行するための編集モジュール３と、
　を含んでもよい。
【００６４】
　取得モジュール１は、具体的には、デフォルトの編集規則を取得するか、またはユーザ
が自ら定義した編集規則を取得するために用いられる。
【００６５】
　前記デフォルトの編集規則は、映像セグメントの時刻マークに基づき編集する編集規則
、映像セグメントの位置マークに基づき編集する編集規則、および格付けマークに基づき
編集する編集規則のいずれか一種または複数種の組み合わせを含む。
【００６６】
　ユーザが自ら定義した編集規則は、ユーザの必要に応じて設定した特定の格付け、時間
および／または位置の組み合わせとしてもよい。
【００６７】
　抽出モジュール２は、前記デフォルトの編集規則または自ら定義した編集規則における
マーク指示に基づき、例えば、特定の位置マークに基づき選択し、特定の時刻マークに基
づき選択し、特定の格付けマークに基づき選択するか、または共有評価による当月の最優
秀映像または年度の映像に対応する映像セグメントを選択し、このマーク指示で指示され
た映像セグメントを映像セグメントライブラリから抽出する。
【００６８】
　映像セグメントを抽出した後、編集モジュール３は、抽出された映像セグメントを映像
ファイルとして合成する。
【００６９】
　映像ファイルを合成する際に、抽出された映像セグメントを重ねて、映像ファイルを形
成しても、テンプレートを取得し、前記抽出された映像セグメントを前記テンプレートに
挿入して映像ファイルを得てもよい。この取得するテンプレートは、デフォルトのテンプ
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レートをシステムが自動的に取得しても、ユーザが選択したテンプレートをユーザのコマ
ンドに基づき取得してもよい。
【００７０】
　映像ファイルを合成した後、前記映像ファイルに対する修正コマンドを取得した場合、
前記修正コマンドに基づき前記映像ファイルを修正することができる。
【００７１】
　さらに任意に、図４に示すように、前記映像処理装置は、保存モジュール４、採取モジ
ュール５、選別モジュール６を含んでもよい。
【００７２】
　前記保存モジュール４は、映像セグメントを取得するために、空中撮影機から転送され
た映像データを受信して映像源とするために用いられる。具体的には、前記保存モジュー
ル４は、その後に、映像セグメントをこの対象映像から切り取ることができるように、空
中撮影機で撮影された映像データをローカルで一時的に保存することができ、この映像デ
ータを、映像源とする、すなわち、映像セグメントを切り取る対象映像とすることができ
る。
【００７３】
　前記採取モジュール５は、対象映像から映像セグメントを選定し、選定された映像セグ
メントのためにマークを生成するために用いられる。
【００７４】
　前記選別モジュール６は、映像セグメントを映像セグメントライブラリから抽出し、複
数の映像サンプルを合成し、かつ合成した映像サンプルをネットワークなどの共有プラッ
トフォーム上で共有し、共有プロセスにおける前記映像サンプルに対する共有評価情報を
取得し、前記共有評価情報に基づき、合成した各映像サンプルについて対象サンプルの選
別を行い、対象サンプルを得るために用いられる。
【００７５】
　図５に示すように、前記抽出モジュール２は、抽出ユニット２１と、第１の修正ユニッ
ト２２とを含む。
【００７６】
　前記抽出ユニット２１は、前記編集規則に含まれるマーク指示に基づき、各マーク指示
によって指示された映像セグメントを映像セグメントライブラリから抽出するために用い
られる。
【００７７】
　第１の修正ユニット２２は、修正操作コマンドを取得した際に、前記修正操作コマンド
に基づき前記映像セグメントに対応するマークを修正するために用いられる。修正操作コ
マンドを取得した際に、修正操作コマンドに基づき、時刻マーク、位置マークおよび／ま
たは格付けマークなどの、映像セグメントに対応するマークを修正することができる。
【００７８】
　図６に示すように、前記編集モジュール３は、合成ユニット３１と、第２の修正ユニッ
ト３２とを含む。
【００７９】
　合成ユニット３１は、前記抽出ユニット２１が映像セグメントライブラリから抽出した
映像セグメントを合成し、映像ファイルを得るために用いられる。
【００８０】
　映像ファイルを合成する際に、合成ユニット３１は、抽出された映像セグメントを重ね
て、映像ファイルを形成しても、テンプレートを取得し、前記抽出された映像セグメント
を前記テンプレートに挿入して映像ファイルを得てもよい。この取得するテンプレートは
、デフォルトのテンプレートをシステムが自動的に取得しても、ユーザが選択したテンプ
レートをユーザのコマンドに基づき取得してもよい。
【００８１】
　前記テンプレートは、デフォルトの音声、字幕およびトランジションセグメントのいず
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れか一つまたは複数を含んでもよい。テンプレートがトランジションセグメントを含む場
合、前記映像セグメントをトランジションセグメントの間に挿入してトランジションセグ
メントによって前記映像セグメントをつなぐなど、前記映像セグメントおよびトランジシ
ョンセグメントをユーザコマンドに基づき配列する。テンプレートが音声および／または
字幕を含む場合、直接前記映像セグメントをテンプレート中の音声および／または字幕と
映像ファイルに合成する。テンプレートを選択して映像セグメントを挿入した後、完全な
映像ファイルを作成し、ブラウズする人にブラウズを行わせることができる。
【００８２】
　第２の修正ユニット３２は、前記映像ファイルに対する修正コマンドを取得した際に、
前記修正コマンドに基づき前記映像ファイルを修正するために用いられる。
【００８３】
　映像ファイルを合成した後、前記映像ファイルに対する修正コマンドを取得した場合、
前記修正コマンドに基づき映像ファイルを修正することができる。具体的には、修正コマ
ンドが、再並べ替えである場合、ユーザが指定した配列順序を受信して映像セグメントを
再並べ替えし、映像ファイルを合成するか、またはシェイク、再合成機能ボタンのクリッ
クなどの動作を実行して抽出された映像セグメントを無作為に再並べ替えし、映像ファイ
ルを合成する。修正コマンドが、映像ファイルにおける映像セグメントの削除である場合
、ユーザの削除コマンドを受信し、削除コマンドで指定された情報に基づき、対応する映
像セグメントを削除する。修正コマンドが、前記映像ファイルへの新しい映像セグメント
の追加である場合、ユーザの追加コマンドを受信し、追加コマンドで指定された追加位置
および追加する映像セグメントのマークに基づき、対応するマークを有する映像セグメン
トを映像セグメントライブラリから抽出し、映像ファイルの指定位置に挿入する。また、
修正コマンドが、素材の再抽出である場合、マーク指示情報に適合する映像セグメントを
映像セグメントライブラリから再抽出し、映像ファイルを再合成する。
【００８４】
　また、ユーザは、第２の修正ユニット３２によって、テンプレートにおいて配された音
声、字幕およびトランジションセグメントのいずれか一つまたは複数を変更するなど、テ
ンプレートを編集してもよい。
【００８５】
　図７に示すように、前記採取モジュール５は、マークユニット５１と、保存ユニット５
２とを含む。
【００８６】
　前記マークユニット５１は、現在映している対象映像に対するマーク操作を取得し、前
記マーク操作で選定された映像セグメントを切り取るために用いられ、保存ユニット５２
は、前記選定された映像セグメントのためにマークを生成し、前記選定された映像セグメ
ントを前記生成されたマークと関連づけし、映像セグメントライブラリに保存するために
用いられる。前記保存ユニット５２は、具体的には、前記選定された映像セグメントの撮
影時刻に基づき、この選定された映像セグメントのために時刻マークを生成すること、前
記選定された映像セグメントの撮影位置に基づき、この選定された映像セグメントのため
に位置マークを生成すること、前記映像セグメントが選定されたときの格付けに基づき、
この選定された映像セグメントのために格付けマークを生成することのいずれか一種また
は複数種に用いられる。
【００８７】
　図８に示すように、前記選別モジュール６は、選択ユニット６１と、サンプル生成ユニ
ット６２と、共有ユニット６３と、マーク取得ユニット６４と、選別ユニット６５とを含
む。
【００８８】
　前記選択ユニット６１は、前記映像セグメントのマークに基づき、所定の数の映像セグ
メントを抽出するために用いられる。特定の格付けマーク、時刻マークまたは位置マーク
を有する映像セグメントを抽出するか、または１回の撮影プロセスにおいて選定した映像
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セグメントを抽出する。
【００８９】
　サンプル生成ユニット６２は、前記抽出された映像セグメントを用いて映像サンプルを
合成するために用いられる。マーク規則におけるマーク指示情報に基づき映像セグメント
ライブラリから抽出可能な映像セグメントの数が所定の値以上である場合、前記映像セグ
メントをグループ分けし、特定の数の対象映像セグメントを各グループから抽出し、複数
の映像サンプルを合成する。抽出可能な映像セグメントの数が所定の値未満である場合、
特定の数の対象映像セグメントを抽出し、複数の映像サンプルを合成する。グループ分け
の数、各グループから選択する映像セグメントの数は、いずれもユーザが設定することが
でき、グループ分けするか否かを判断する所定の値も、ユーザが設定することができる。
【００９０】
　共有ユニット６３は、前記映像サンプルを共有するために用いられる。前記合成された
映像サンプルを、ネットワークにアップロードするなど、特定の共有プラットフォームに
アップロードし、ブラウズする人が視聴できるようにする。
【００９１】
　マーク取得ユニット６４は、前記映像サンプルの共有プロセスにおいて、前記映像サン
プルの共有評価情報を取得するために用いられる。ブラウズする人が、前記映像サンプル
をブラウズした際に、個人の好みに応じて映像に「いいね！」をするか、または評価する
ことができるとともに、映像サンプルがクリックされた回数およびユーザが映像サンプル
に留まった時間も記録することができる。前記共有プロセスにおいて、映像サンプルに対
する「いいね！」、評価、留まった時間および／またはクリック回数などの共有情報を取
得する。
【００９２】
　選別ユニット６５は、前記共有評価情報に基づき、合成された各映像サンプルについて
対象サンプルの選別を行うために用いられる。「いいね！」の数、評価、クリック数およ
び留まった時間などの前記共有評価情報に基づき、映像サンプルを選別し、対象サンプル
を得る。これにより、当月の最優秀映像、年度の最優秀映像などを得る。
【００９３】
　前記選別モジュール６は、サンプル保存ユニット６６をさらに含む。サンプル保存ユニ
ット６６は、前記対象サンプルおよび前記対象サンプルに対する共有評価情報をマークと
して前記対象サンプルと関連づけし、映像セグメントライブラリに保存することに用いら
れる。
【００９４】
　本発明の実施形態の前記映像処理装置における各モジュールおよびユニットの具体的な
実現は、図１および図２を参照することができ、対応する実施形態において説明する。
【００９５】
　本発明の実施形態の映像処理装置は、操作が簡単で便利であり、専門的なビデオ編集の
知識およびスキルを必要としない。
【００９６】
　さらに、図１０は、本発明の実施形態の表示装置の構造概略図であり、本発明の実施形
態の表示装置は、空中撮影機、スチルカメラ、ビデオカメラ、スマートフォン、タブレッ
トＰＣまたは航空機の表示装置などとすることができる。具体的には、本発明の実施形態
の前記表示装置は、ディスプレイ１００とプロセッサ２００とを含む。
【００９７】
　前記ディスプレイ１００は、前記映像セグメントおよび操作情報を表示するために用い
られる。
【００９８】
　前記プロセッサ２００は、ユーザが配置した編集規則を取得し、前記編集規則に含まれ
るマーク指示に基づき、各マーク指示によって指示された映像セグメントを映像セグメン
トライブラリから抽出し、抽出された映像セグメントに基づき編集処理を実行するために
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用いられる。
【００９９】
　具体的には、前記プロセッサ２００は、ユーザが配置した編集規則を取得する前に、現
在映している対象映像に対するマーク操作を取得し、前記編集操作で選定された映像セグ
メントを切り取り、前記選定された映像セグメントのためにマークを生成し、前記選定さ
れた映像セグメントを前記生成されたマークと関連づけし、映像セグメントライブラリに
保存するために用いられる。
【０１００】
　さらに具体的には、前記プロセッサ２００は、前記選定された映像セグメントの撮影時
刻に基づき、この選定された映像セグメントのために時刻マークを生成すること、前記選
定された映像セグメントの撮影位置に基づき、この選定された映像セグメントのために位
置マークを生成すること、前記映像セグメントが選定されたときの格付けに基づき、この
選定された映像セグメントのために格付けマークを生成することのいずれか一種または複
数種に用いられる。
【０１０１】
　前記プロセッサ２００は、具体的には、デフォルトの編集規則を取得するか、またはユ
ーザが自ら定義した編集規則を取得するために用いられる。前記デフォルトの編集規則は
、映像セグメントの時刻マークに基づき編集する編集規則、映像セグメントの位置マーク
に基づき編集する編集規則、および格付けマークに基づき編集する編集規則のいずれか一
種または複数種の組み合わせを含む。
【０１０２】
　前記プロセッサ２００は、具体的には、前記抽出された映像セグメントを前記生成され
たマークと関連づけし、映像セグメントライブラリに保存するステップの後に、修正操作
コマンドを取得し、前記修正操作コマンドに基づき前記映像セグメントに対応するマーク
を修正するために用いられる。例えば、前記映像セグメントの時刻マーク、位置マーク、
格付けマークなどを修正する。
【０１０３】
　前記プロセッサ２００は、具体的には、前記抽出された映像セグメントを結合して映像
ファイルを得るために用いられる。
【０１０４】
　前記プロセッサ２００は、前記映像ファイルにおける映像セグメントを再並べ替えする
こと、映像ファイルにおける映像セグメントを削除すること、および前記映像ファイルに
新しい映像セグメントを追加することのいずれか一種または複数種の操作にさらに用いて
もよい。
【０１０５】
　さらに、前記プロセッサ２００は、前記映像セグメントのマーク情報に基づき、所定の
数の対象映像セグメントを抽出し、前記抽出された映像セグメントを用いて映像サンプル
を合成し、前記映像サンプルを共有し、前記映像サンプルの共有プロセスにおいて、前記
映像サンプルの共有評価情報を取得し、前記共有評価情報に基づき、合成された各映像サ
ンプルについて対象サンプルの選別を行うために用いられる。
【０１０６】
　前記プロセッサ２００は、前記対象サンプルおよび前記対象サンプルに対する共有評価
情報をマークとして前記対象サンプルと関連づけし、映像セグメントライブラリに保存す
る。
【０１０７】
　また、前記プロセッサ２００は、テンプレートを取得し、前記映像ファイルを前記テン
プレートに挿入して映像ファイルを得るためにさらに用いてもよい。前記取得したテンプ
レートは、デフォルトの音声および／または字幕などの情報を含んでもよいため、最終的
に得られる映像ファイルは、ビデオ情報以外に、音声および／または字幕情報をさらに含
んでもよく、ブラウズする人により完全にブラウズをさせることができる。
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【０１０８】
　前記プロセッサ２００は、ユーザコマンドを取得し、前記ユーザのコマンドに基づき、
音声および／または字幕情報を修正するなど、前記テンプレートを修正するためにさらに
用いてもよい。
【０１０９】
　本発明の実施形態は、便利に映像に対して、合成、修正などの操作などの編集操作を行
うことができ、専門知識を必要とせず、操作は簡単で、便利である。
【０１１０】
　本発明で提供するいくつかの実施形態において、開示されている関連装置および方法は
、その他の方式によって実現してもよいことを理解すべきである。例えば、上述した装置
の実施形態は、概略的なものに過ぎず、例えば、前記モジュールまたはユニットの区分は
、論理的な機能の区分に過ぎず、実際の実現の際には、別の区分方式を有してもよく、例
えば、複数のユニットまたはアセンブリを組み合わせるか、または別のシステムに集積し
てもよく、または一部の特徴を省略しても、実行しなくてもよい。もう一点、示された、
または考察された互いの間の結合または直接結合または通信接続は、いくつかのインター
フェース、装置またはユニットの間接結合または通信接続としてもよく、電気的、機械ま
たはその他の形式とすることができる。
【０１１１】
　前記分離部材の説明のユニットは、物理的に分けられたものであっても、または分けら
れていないものであってもよく、ユニットとして示された部材は、物理的なユニットであ
っても、またはそうでなくてもよく、すなわち、一つの場所に位置していても、または複
数のネットワークユニットに分布していてもよい。実際の必要に応じて、一部または全部
のユニットを選択し、本実施形態の手法の目的を実現してもよい。
【０１１２】
　また、本発明の各実施形態における各機能ユニットは、一つの処理ユニットの中に集積
しても、各ユニットが単独で物理的に存在しても、複数のユニットを一つのユニットの中
に集積してもよい。前記集積されたユニットは、ハードウェアの形式で実現しても、ソフ
トウェアの機能ユニットの形式で実現してもよい。
【０１１３】
　前記集積されたユニットをソフトウェアの機能ユニットの形式で実現し、独立した製品
として販売または使用する場合、コンピュータで読み取り可能な記憶媒体に記憶してもよ
い。こうした理解に基づき、本発明の技術手法は、実質的に、あるいは従来技術に対して
寄与する部分またはこの技術手法の全部もしくは一部に対して、ソフトウェア製品の形式
で実現し、コンピュータプロセッサ（ｐｒｏｃｅｓｓｏｒ）に本発明の各実施形態の前記
方法の全部または一部のステップを実行させる複数のコマンドを含むこのコンピュータソ
フトウェア製品を、記憶媒体に記憶してもよい。前記記憶媒体は、ＵＳＢフラッシュドラ
イブ、ポータブルハードディスクドライブ、リードオンリーメモリ（ＲＯＭ，Ｒｅａｄ－
Ｏｎｌｙ　Ｍｅｍｏｒｙ）、ランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ，Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅ
ｓｓ　Ｍｅｍｏｒｙ）、フロッピーディスクまたは光ディスクなどのプログラムコードを
記憶可能な各種媒体を含む。
【０１１４】
　上述したものは、本発明の実施形態に過ぎず、これによって本発明の特許請求の範囲を
限定するものではなく、本発明の明細書および図面の内容を用いて行われたすべての同等
の構造もしくは同等のフローの変更、またはその他の関連する技術分野に直接もしくは間
接的に用いたものは、本発明の特許保護範囲内にいずれも含まれる。
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