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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　デジタル動画レコーダであって、
　人による使用のため携帯可能なサイズとしたハウジングと、
　前記ハウジング内に装着した動画カメラであって、生のデジタル・ビデオ情報を提供す
る出力を有する動画カメラと、
　前記ハウジング内に装着した、コンピュータ読み取り可能かつ書き込み可能のデジタル
・ランダムアクセス媒体と、
　前記携帯可能なハウジング内のプロセッサであって、生のデジタル・ビデオ情報を前記
動画カメラから捕獲してコンピュータ読み取り可能ファイル・フォーマットのデータ・フ
ァイルを含むクリップにし前記コンピュータ読み取り可能かつ書き込み可能のデジタル・
ランダムアクセス媒体に格納するのを制御する入力を、人が供給できるようにするよう構
成され、前記デジタル動画レコーダは、複数のクリップを格納し、前記プロセッサは、前
記コンピュータ読み取り可能かつ書き込み可能のデジタル・ランダムアクセス媒体に格納
された前記複数のデータ・ファイルのうちのセグメントのシーケンスを、人に指定できる
ように構成されており、前記プロセッサは、前記コンピュータ読み取り可能かつ書き込み
可能のデジタル・ランダムアクセス媒体に格納された前記複数のデータ・ファイルからの
前記デジタル・ビデオ情報を、前記複数のデータ・ファイルのうちの指定された前記セグ
メントのシーケンスにしたがって使用してフルモーション・ビデオの再生を人に開始させ
ることができるように構成された、プロセッサと、
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　前記携帯可能なハウジングにおけるユーザ・インターフェースであって、情報を表示す
るための表示装置と複数のボタンとを備え、前記複数のボタンの各々に関連した各機能は
、前記表示装置に表示される情報によって人に伝達され、該ユーザ・インターフェースは
、少なくともクリップ・モードとシーケンサ・モードを含む複数のモードを有し、前記ク
リップ・モードにおいては、前記ボタンは、前記コンピュータ読み取り可能かつ書き込み
可能のデジタル・ランダムアクセス媒体に格納された時間ベースの媒体のクリップをナビ
ゲートしてそのクリップを人が選択できるようにし、前記シーケンサ・モードにおいては
、前記ボタンは、前記セグメントのシーケンスを人が指定できるようにする、ユーザ・イ
ンターフェースと、
を備えたデジタル動画レコーダ。
【請求項２】
　請求項１記載のデジタル動画レコーダにおいて、前記プロセッサは、更に、各クリップ
に一意の識別番号を割り当てるように構成された、デジタル動画レコーダ。
【請求項３】
　請求項２記載のデジタル動画レコーダにおいて、前記プロセッサは、更に、クリップ・
カウンタを含み、該カウンタは、１つのクリップの記録後に増分され、各クリップの前記
一意の識別番号は、前記クリップ・カウンタにより提供される、デジタル動画レコーダ。
【請求項４】
　請求項１記載のデジタル動画レコーダにおいて、前記生のデジタル・ビデオ情報はさら
に、関連した生のデジタル・オーディオ情報も含み、該関連した生のデジタル・オーディ
オ情報は、生のデジタル・ビデオ情報の前記クリップと関連して格納される、デジタル動
画レコーダ。
【請求項５】
　請求項１記載のデジタル動画レコーダにおいて、前記プロセッサは、更に、１つ以上の
ビンを維持するように構成されており、各ビンは、該ビン内に格納された記録されたクリ
ップを指示するクリップ・リストを有する、デジタル動画レコーダ。
【請求項６】
　請求項５記載のデジタル動画レコーダにおいて、前記プロセッサは、更に、クリップが
記録されるべきビンを指示する入力をユーザから受けるように構成された、デジタル動画
レコーダ。
【請求項７】
　請求項１記載のデジタル動画レコーダにおいて、前記プロセッサは、プログラム可能な
イベントのリストを含むシーケンス・プレイ・リストを人が指定できるように構成された
、デジタル動画レコーダ。
【請求項８】
　請求項７記載のデジタル動画レコーダにおいて、イベントは、ソースと持続時間を参照
する、デジタル動画レコーダ。
【請求項９】
　請求項８記載のデジタル動画レコーダにおいて、前記ソースは、記録されたデジタル・
ビデオ情報を含む、デジタル動画レコーダ。
【請求項１０】
　請求項９記載のデジタル動画レコーダにおいて、前記ソースは、前記ハウジング内に装
着された前記コンピュータ読み取り可能かつ書き込み可能のデジタル・ランダムアクセス
媒体に格納されたクリップを含む、デジタル動画レコーダ。
【請求項１１】
　請求項９記載のデジタル動画レコーダにおいて、前記イベントは、マークイン位置およ
びマークアウト位置を有する、デジタル動画レコーダ。
【請求項１２】
　請求項８記載のデジタル動画レコーダにおいて、前記ソースは、前記生のデジタル・ビ
デオ情報を含む、デジタル動画レコーダ。
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【請求項１３】
　請求項８記載のデジタル動画レコーダにおいて、イベントは、人が設定できるトラック
再生割り当てを有する、デジタル動画レコーダ。
【請求項１４】
　請求項１１記載のデジタル動画レコーダにおいて、前記プロセッサは、前記マークイン
位置及びマークアウト位置を、人がトリムイン及びトリムアウトできるように構成された
、デジタル動画レコーダ。
【請求項１５】
　請求項１４記載のデジタル動画レコーダにおいて、前記プロセッサは、人がイベントを
選択できるように、前記マークイン位置及びマークアウト位置のうちの１つを人が選択で
きるように、１時に１ビデオ・フレームで前記選択された位置に対する修正を人が指示で
きるように構成された、デジタル動画レコーダ。
【請求項１６】
　デジタル動画レコーダであって、
　該デジタル動画レコーダの使用中に人により携帯可能なサイズとしたハウジングと、
　前記ハウジング内に装着した動画カメラであって、生のデジタル・ビデオ情報を提供す
る出力を有する動画カメラと、
　前記ハウジング内に装着した、コンピュータ読み取り可能かつ書き込み可能のデジタル
・ランダムアクセス媒体と、
　前記携帯可能なハウジング上の入力部であって、前記動画カメラからの生のデジタル・
ビデオ情報の捕獲を制御するため人により操作可能な入力部と、
　前記携帯可能なハウジング内のプロセッサであって、生のデジタル・ビデオ情報を前記
動画カメラから捕獲してコンピュータ読み取り可能ファイル・フォーマットのデータ・フ
ァイルを含むクリップにし前記コンピュータ読み取り可能かつ書き込み可能のデジタル・
ランダムアクセス媒体に格納するのを制御するために前記入力部に応答するよう構成され
、前記デジタル動画レコーダは、複数のクリップを格納する、プロセッサと、
　情報を表示するための前記携帯可能なハウジング上の表示装置と、
　前記携帯可能なハウジング上の複数のボタンと、
を備え、
　前記複数のボタンの各々に関連した各機能は、前記表示装置に表示される情報によって
人に伝達され、
　前記プロセッサは、前記コンピュータ読み取り可能かつ書き込み可能のデジタル・ラン
ダムアクセス媒体に格納された前記複数のデータ・ファイルに格納された前記クリップの
セグメントのシーケンスを、前記複数のボタンによって、人が指定できるように構成され
ており、クリップのセグメントは、該クリップ内の任意のビデオ・フレームにおけるマー
クイン・ポイントとマークアウト・ポイントとを使用して指定することができ、前記プロ
セッサは、少なくともクリップ・モードとシーケンサ・モードを含む複数のモードを提供
するため前記表示装置と前記複数のボタンとを制御し、前記クリップ・モードにおいては
、前記ボタンは、前記コンピュータ読み取り可能かつ書き込み可能のデジタル・ランダム
アクセス媒体に格納された時間ベースの媒体のクリップをナビゲートしてそのクリップを
人が選択できるようにし、前記シーケンサ・モードにおいては、前記ボタンは、前記セグ
メントのシーケンスを人が指定できるようにし、
　前記プロセッサは、更に、前記コンピュータ読み取り可能かつ書き込み可能のデジタル
・ランダムアクセス媒体に格納された前記複数のデータ・ファイルからの前記デジタル・
ビデオ情報を、前記複数のデータ・ファイルのうちの指定された前記セグメントのシーケ
ンスにしたがって使用してフルモーション・ビデオの再生を人に開始させることができる
ように構成されたこと、
を特徴とするデジタル動画レコーダ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
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【０００１】
　本発明は、動画記録および編集装置ならびにプロセスに関する。更に特定すれば、本発
明は、デジタル動画のノンリニア記録および編集装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　今日のビデオ・レコーダは、典型的に、ビデオ・カメラとビデオ・テープ・レコーダと
を組み合わせ、携帯可能となるような構造としている。これらのことを、多くの場合カム
コーダまたはビデオ・テープ・レコーダと呼んでいる。本願の目的のために、これらをビ
デオ・テープ・レコーダと呼ぶことにする。今日の携帯ビデオ・テープ・レコーダは、記
録媒体として、通常カセット内に収容してある、ビデオ・テープを用いている。記録は、
ＢＥＴＡおよびＶＨＳフォーマットならびにデジタルＤ１フォーマットを含む、多数のフ
ォーマットで行う。ビデオ・テープ・レコーダの重大な欠点の１つとして、ビデオ・テー
プでは当該ビデオ・テープ上の所与の点に対するリニアなアクセスが許されるに過ぎない
ことがあげられる。即ち、テープの記録を終了した場合、テープの先頭に位置する記録セ
ッションの開始部分にアクセスするためには、テープを巻き戻さなければならない。ビデ
オ・テープ記録に対するリニア・アクセスの問題は、放送テレビジョン・ニュースの分野
において最も明白である。典型的に、取材隊(reporting crew)はビデオ・テープ・レコー
ダを持ってニュース現場に行き、イベントを記録する。記録の完了時に、テープを巻き戻
し、次いで再生し、例えば、衛星またはマイクロ波リンクを介してスタジオ施設内の基地
局に伝送する。基地局では、この情報を編集し、最終的なニュース・プログラムに仕上げ
ることができる。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　動画の編集は通常、Avid/1 Media ComposerまたはNewsCutterのようなノンリニア・コ
ンピュータをベースとした編集システムを用いてデジタル的に行う。これら双方のシステ
ムは、マサチューセッツ州TewksburyのAvid Technology Inc.から入手可能である。この
ようなシステムは、典型的には、デジタル化を行う。即ち、アナログ・ビデオ信号をデジ
タルのコンピュータ読み取り可能フォーマットに変換する。ビデオ信号がデジタル・ビデ
オ・テープからであっても、テープ上の情報へのリニア・アクセスには未だ同一の問題が
ある。テープ記録、伝送およびデジタル化は、通常、カメラから基地局に実際の生の接続
がない場合に行う。巻き戻し、ならびに記録した情報のビデオ・テープからの再生および
伝送における遅れのために、典型的に、イベントの記録完了と、記録したイベントの編集
済みバージョンを基地局から実際に放送可能となるまでの間には、典型的に、３０分の遅
れがある。局が「分毎に最新の」ニュース報道(coverage)および放送を制作するように奮
闘し、放映するタイミングが非常に重要なニュース放送においては、この遅れは、競争上
重大な問題となる。
【０００４】
　今日では、フロッピ・ディスクのような磁気媒体に静止画像を記録する電子式スチル・
カメラが存在する。このようなカメラは、１９９１年１月２８日に発行され、Sony Corpo
rationに譲渡された米国特許第５，０８４，７７５号に記載されている。しかしながら、
この特許に記載されているカメラは、静止画像を記録するのみであり、フル・モーション
のビデオ画像ではない。加えて、RasterOps/Truevision Inc.から入手可能なNuVistaビデ
オ・キャプチャ・カードのような、コンピュータ・ビデオ・キャプチャ・システムも存在
する。しかしながら、このようなシステムには、本発明の携帯可能な形態に小型化し、直
接カメラから生のデジタル・キャプチャを行うものではない。
【０００５】
　更に、動画記録分野に精通する者が、最近、ノンリニア・デジタル動画レコーダに伴う
多数の問題は克服できないということを示唆している。特に、記録時間延長を可能にする
ために画像に対する大きなトレードオフがあることが示唆されている。加えて、ディスク
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に基づく媒体を用いると、わずかなカメラの振れがディスク破壊の原因になることも示唆
されている。最後に、ディスク媒体はテープよりも大幅な費用増となることも示唆されて
いる。
【０００６】
　その上、静止画像の編集は、米国特許第５，３０１，０２６号に記載されているものの
ようないくつかのデジタル静止ビデオ・カメラでは可能であるが、このような編集は、フ
ル・モーションのビデオ編集システムより著しく単純であり、したがって、このような静
止カメラには動画の記録や編集を行う能力はない。
【０００７】
　更に、多くのテレビジョン放送局では、多数の情報源を単一の出力チャネルに供給可能
にするために、多種多様のスイッチング機能(switching capabilities)があることは公知
である。これらの情報源は、通常、出力チャネルの周波数にロックし、それと同期させて
いる。スイッチングは、垂直時間間隔間、即ち、フレーム間に、垂直時間間隔スイッチ（
ＶＴＩＳ：vertical time interval switch）を用いて行う。しかしながら、カメラには
、通常２つの出力源、即ち、生の画像かテープからの再生のいずれかがあるに過ぎず、再
生時にユーザが予め選択するような設計となっており、ＶＴＩＳを内蔵してはいない。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明は、通常制作スタジオでのみ見ることができるような編集機能と、通常テレビジ
ョン放送局でのみ見ることができるようなスイッチング機能とを、磁気ディスクまたは光
ディスクのような、コンピュータ読み取り可能および書き込み可能なランダム・アクセス
記録媒体上に記録を行う、携帯動画レコーダに組み合わせたものである。このような組み
合わせにより、現場において、記録と同時に編集を行うことができるようになり、ビデオ
制作において映像化(videography)および編集間の双方向動作を提供する。
【０００９】
　デジタル・コンピュータ読み取り可能および書き込み可能ランダム・アクセス（即ち、
ノンリニア）媒体上に直接記録する携帯ビデオ・レコーダを提供することにより、編集の
目的のためのテープの巻き戻しまたはビデオ・テープのデジタル化による大きな遅れはも
はや起こらない。更にノンリニア記録およびノンリニア編集の利点をノンリニア放送シス
テムおよびスイッチング制御と組み合わせることにより、映像化から編集済みのニュース
の報道までの時間は劇的に短縮する。この映像化から放送までの時間短縮は、放送ニュー
ス局に競争上重大な利点を与えることになる。
【００１０】
　したがって、本発明の一態様は、携帯可能なハウジングに収容したデジタル動画記録お
よび編集装置である。この装置は、モーション・ビデオ信号を受信し、このモーション・
ビデオ信号をデジタル動画情報に変換する。次に、デジタル動画情報を記憶する。記憶装
置は、コンピュータ読み取り可能ランダム・アクセス媒体とすることができる。デジタル
動画情報は、記憶装置から読み出し、表示することができる。編集システムが、記憶した
デジタル・ビデオ情報の編集を可能にする。
【００１１】
　本発明の別の態様は、デジタル動画記録装置である。この装置は、モーション・ビデオ
信号を受信し、このモーション・ビデオ信号をデジタル動画情報に変換する。次に、デジ
タル動画情報を記憶する。記憶装置は、コンピュータ読み取り可能ランダム・アクセス媒
体とすることができる。この装置は、ユーザによる選択可能なセレクタを含み、固定量の
ビデオ情報をループ状に未定義の時間にわたって記憶させることができる。ユーザによる
選択可能なこのセレクタまたはその他の同様のセレクタは、ループの記録中止や、ビデオ
情報の連続記録を可能にする。記録したループは、後に記録するビデオ情報を先頭に添付
する。本発明のこの態様は、本発明の他の態様および実施例との組み合わせて提供するこ
ともできる。
【００１２】
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　本発明の上述の態様の実施例では、ハウジング内のビデオ・カメラがモーション・ビデ
オ信号を出力として供給する。
　また、本発明は、オーディオ情報の記録および／または編集にも適用する。本発明の一
実施例では、ビデオおよび／またはオーディオ・データは、デジタル情報のストリーム、
記憶媒体、ならびに種々の入力および出力として処理する。この処理は、ある形態の要求
に基づくフロー制御を用い、画素バスと記憶媒体との間でデータを移動させる。
【００１３】
　本発明の更に別の実施例では、表示装置と、対応する入力ボタンとを含む、ユーザ・イ
ンターフェースを提供する。編集システムは、入力ボタンの操作に応答し、表示装置上に
対応する指示を表示してある機能を実行する。
【００１４】
　本発明の更に別の実施例では、編集システムは、編集したシーケンスのイベントのイベ
ント・リストを維持する。このイベント・リストは、記録したクリップに関係するイベン
ト、および他のビデオ情報源に関係するイベントを含むことができる。これら他のビデオ
情報源は、カメラから受信するビデオ信号を含む。
【００１５】
　本発明の更に別の実施例では、編集システムは、記憶手段上に記憶した、記録したクリ
ップのクリップ・リストを維持する。また、アウトテイク・リストを備えてもよく、記憶
手段上に記録してあるクリップの指示をこのアウトテイク・リストに移動させることを個
人に可能にする手段も併せて備えるようにする。また、編集システムは、クリップ・リス
ト内に属性情報も維持し、記録したクリップの格付けを行ってもよい。所与の格付けを有
するクリップを選択し、これらのクリップの指示を表示することもできる。
【００１６】
　本発明の更に別の実施例では、編集システムは、グラフィカル・ユーザ・インターフェ
ースを含み、編集したイベントにおける各フレームのステータスを示すシンボルを用いて
、記録し編集したクリップのフレームに名称を付ける。あるいは、または加えて、ユーザ
・インターフェースは、実行する記録動作の選択を可能にする第１のユーザ・インターフ
ェースと、実行する編集動作の選択を可能にする第２のユーザ・インターフェースとを含
んでもよい。
【００１７】
　本発明は、ここに記述する装置および機器、ならびにそれによって実行するプロセスの
双方に関するものであることは理解されよう。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１８】
　本発明は、以下の詳細な説明を添付図面と共に読むことによって一層完全な理解が得ら
れよう。図面において、同様の参照番号は同様の構造を示す。
　まず、動画記録装置の概略的な説明を、図１ないし図７との関連において行う。スイッ
チング機能も含んでおり、図４ないし図７との関連において更に詳細に説明する。編集動
作およびユーザ・インターフェースの詳細については、図８～図３２との関連において説
明する。
【００１９】
　図１は、ビデオ・カメラ２２およびビデオ・レコーダ２４の組み合わせを含む、ビデオ
・カメラ／レコーダ２０を示す。カメラは、多くのタイプのビデオ・カメラの１つでよく
、例えば、日本のIkegami Corporationが製造するＨＬ－５７カメラ、または日本のSony 
Corporationが製造する「４００」カメラのいずれかとすればよい。また、ビデオ・カメ
ラ／レコーダ２０は、典型的に、ハンドル２６および肩当て２８も有する。本装置のビデ
オ・レコーダ２４上では、典型的に、表示装置３０を用いてユーザのステータスや、以下
で詳細を述べるその他の関連情報を提供する。カメラ、電子回路（図３および図４との関
連において以下で説明する）および記録媒体を単体とし、カメラ２２およびレコーダ２４
を一体化してもよく、あるいはこれらを二体としてカメラ２２およびレコーダ２４を互い
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に分離可能としてもよい。テープに基づくレコーダでニュース取材に用いるものの多くは
このような二部分形態であり、日本国実用新案第６３－９９０７号（第５６－１３４８８
９号とも呼ぶ）、または日本国特許第６１－１８７１６５号に示す形状を取ることが多い
。
【００２０】
　ビデオ・カメラの出力は、通常アナログ・ビデオ信号である。Ikegamiから入手可能な
現在公知のカメラは、レコーダと通信する目的のために７９線のバスを有し、一方Sonyの
カメラは５２線バスを用いている。レコーダは、Ikegami、Sonyまたはその他の標準的な
バスのような、標準的なバスとインターフェースするための物理的および電気的接続を設
けているので、動画レコーダは、あたかもこのレコーダがビデオカセット・レコーダであ
るかのように、カメラの出力を受信する。また、動画レコーダは、当業者には既知の技法
を用いることにより、電気的接点および接続部（図示せず）を含み、カメラのオンおよび
オフ、記録の開始等を行う。
【００２１】
　図２は、図１に示したカメラの反対側の側面図を示す。カメラのこの側には、記録媒体
室４２があり、ドア４３を通じてアクセスする。４８および４９のような外部接続部が、
外部ビデオ出力、ETHERNET（登録商標）またはその他の種類の接続を与える。ドア４３は
、蝶番部分４４とハンドル４５とを有し、ドアを開くことができるようになっている。室
４２はレコーダ内の開口であり、室の底面にコネクタ（図示せず）を含む。室は記録媒体
パッケージを受容し、コネクタに接続し、レコーダの回路の残りの部分に対する電気的接
続を与える。媒体パッケージおよびレコーダへの接続は、１９９５年２月２３日出願の米
国特許出願第０８／３９２，５３６号、および１９９５年４月７日出願の米国特許出願第
０８／４１８，６３１号に更に詳細に記載されている。これらの出願は、この言及により
本願に含めるものとする。
【００２２】
　以上で動画レコーダの実施例の全体的な機械的構造についての説明を終え、次に動画を
処理する電子回路について説明する。ビデオ・カメラ２２の出力は通常アナログ信号であ
り、図３ないし図９に示すようなデジタル化電子回路に供給する。図３を参照すると、こ
のような回路は概略的にデジタイザ３５、圧縮回路３７、ならびに上述のディスク・ドラ
イブのようなコンピュータ読み取り可能および書き込み可能ランダム・アクセス記録媒体
３９を含む。デジタイザ３５は、アナログ出力信号を生成するビデオ・カメラのために用
いるが、ビデオ・カメラの出力がデジタルである場合は不要である。従来技術のシステム
の中には、図１のカメラ３１が捕獲した画像を、当業者には公知の電荷結合素子（ＣＣＤ
）上に印刻(impress)するものもある。そのＣＣＤは電気信号を生成し、次にこれを処理
して（デジタル的にまたはアナログ回路によって）、アナログ・ビデオ信号を作成するた
め、これらの信号は従来のアナログ・ビデオ・カセット・レコーダに渡すことができる。
デジタル・ビデオ信号またはデジタル・ビデオ情報ストリームは、図３の圧縮回路３７に
直接入力すれば、従来技術の装置に付随するデジタル／アナログおよびアナログ／デジタ
ル変換をカメラ３１内の回路から除去することができる。
【００２３】
　しかしながら、既存のアナログ出力ビデオ・カメラとレコーダをインターフェースする
ためには、デジタイザ３５を用いる。デジタイザは、多数のアナログ／デジタル（Ａ／Ｄ
）変換器で構成することができる。これらの変換器は、当業者には公知であり、アナログ
・ビデオ・カメラの出力を受け入れることができ、ビデオ・カメラからの各コンポーネン
トＹ、ＣｒおよびＣｂ信号毎に１つのＡ／Ｄ変換器を備えることができる。アナログ・コ
ンポジット・ビデオは、デコードしてデジタル・ビデオ・データにすることもできる。ま
た、デジタル・ビデオを処理し、同期信号を抽出してデジタル・ビデオ情報を供給しても
よい。通常４：２：２フォーマットを用いるが、４：１：１および４：４：４フォーマッ
トを用いてもよい。また、ＣＭＹＫ、ＨＳＩおよびＲＧＢのような他のカラー・フォーマ
ットを、８、１６または３２ビット・フォーマットで用いてもよい。しかしながら、公知
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のJoint Photographer's Expert Group（ＪＰＥＧ）圧縮規格と共に使用するには、Ｙ、
Ｃｒ、Ｃｂフォーマットが好ましい。この規格は、本動画レコーダにも使用可能である。
ＭＰＥＧのような、当技術では公知の他の圧縮規格にも、本発明における使用に適したも
のがある。また、ビデオを圧縮しなくてもよい。しかしながら、ＪＰＥＧ圧縮は隣接する
フレームまたはフィールド間の差に基づくのではなく、代わりに各フレームまたはフィー
ルドが自己完結するので、編集には便利である。デジタル化および圧縮／伸張回路につい
ては、米国特許第５，３５５，４５０号および第５，０４５，９４０号、ならびに公開特
許協力条約（ＰＣＴ）出願ＷＯ９３／１２４８１号およびＷＯ９３／１２６１３号に記載
されている。
【００２４】
　オーディオ信号についても、処理および記録を行う。オーディオ信号はマイクロフォン
からデジタル化する。デジタル・オーディオ源を使用する場合、デジタル化は不要である
。オーディオは通常圧縮しない。
【００２５】
　上述の特許および公開された出願に記載されているシステムと本発明の実施例との間の
相違の１つに、本発明のこの実施例は、フレーム・グラッバ(frame grabber)即ちフレー
ム・バッファを必要としないことがあげられる。フレーム・バッファを除去することによ
り、電力消費の低減を図る。これは、携帯電池給電型システムには望ましいものである。
その除去は、カリフォルニア州Santa ClaraのZoranから入手可能なZR36050およびZR36015
というＪＰＥＧ圧縮回路のような、高スループット圧縮回路を用いることによって可能と
なる。これらの回路は、７２０ｘ４８０デジタル静止画像に対し、最大６０フィールド／
秒の非圧縮データ・レートを提供し、ＣＣＩＲ６０１に準拠した放送品質画像が得られる
。この高スループット圧縮回路のために、本実施例の圧縮回路は、このパイプラインを通
過するデータの処理を遅らせるためのストーリング(stalling)機構またはメータリング(m
etering)機構を全く必要としない。ＪＰＥＧ圧縮には、LSI Logicからのもののように、
他の回路も入手可能である。
【００２６】
　ビデオ・カメラから捕獲した画像の正確な色彩を保持するためには、カメラからの信号
を較正し、公知で確立されたＳＭＰＴＥデジタル・ビデオ色彩規格に合致させればよい。
このような較正を行わない場合、公知で確立されたＪＰＥＧ圧縮規格に基づく本発明の一
実施例の圧縮回路は、エラーを発生する可能性がある。何故なら、ＪＰＥＧ圧縮は信号内
に存在する色彩から得られる周波数に頼っているからである。較正は、図１のビデオ・レ
コーダ上の較正選択スイッチ３３の作動に応答して、自動的に行う。このような較正は、
典型的に、使用中周期的に行うと共に、カメラを新たな較正およびデジタル化回路と連携
させた場合はいつでも行う。
【００２７】
　較正を行う際、カメラに基準信号を発生させる。一般に用いている基準信号は、「カラ
ーバー」または「テスト・パターン」として知られている。いずれの所与のカメラのため
のテスト・パターンも、所定のフォーマットとなっており、典型的に、公知の方法でカメ
ラ回路に発生させる。このフォーマットを用いる場合、カラーバー信号の全体的な信号レ
ベルはレコーダが判定し、こうしてカメラ、恐らくはＣＣＤ素子、が出力する値を判定す
る。これらの値は、デジタル・カラー表現のＳＭＰＴＥ規格にマップし、その指示をレコ
ーダに記憶する。より正確には、以下で述べるデジタル化プロセスにおけるＡ／Ｄ変換器
を調節し、基準信号内のアナログ・レベル出力を対応するＳＭＰＴＥデジタル値に変換す
る。このマッピングを確定的な方法で作成することにより、ＳＭＰＴＥに準拠するデジタ
ル・ビデオ情報を供給するようにカメラを強制する。したがって、ビデオ・テープでは一
般的な、カラーバーの長いクリップを記録することは、もやは必要でない。しかしながら
、圧縮ビデオの各記録クリップと共にカラーバーの単一フレームをデジタル的に記憶する
ことが好ましい場合もある。
【００２８】
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　図３に示すこれらの構成要素、ならびにカメラおよびレコーダ全体は、Motorola. Inc.
から入手可能なMC68341のような、中央演算装置（ＣＰＵ）３６の制御の下で、動作を制
御する。このＣＰＵは、カリフォルニア州AlamedaのWind River Systemsから入手可能なV
XWorksオペレーティング・システムのような、リアル・タイム・オペレーティング・シス
テムの制御の下で動作する。
【００２９】
　媒体ファイルおよびディスク・コントローラの管理は、Avid Technologyに譲渡済みの
米国特許第５，２６７，３５１号に開示された技法、および公開ＰＣＴ出願ＷＯ９３／２
１６３６号に開示されている技法を含む、任意の数の公知技法を用いて実行することがで
きる。データ・ファイルは、マサチューセッツ州Grotonのetc bin systems からのReal T
ime File System（ＲＴＦＳ）のような、DOSに準拠したファイル・フォーマットとなって
いる。ＲＴＦＳファイル・システムは、DOS互換／リエントラントである。このファイル
・システムは、 Open Media Framework（ＯＭＦ：オープン・メディア・フレームワーク
）として知られた媒体ファイル・フォーマットによる補足が可能であり、 Open Media Fr
ameworkは、Avid Technologyから入手可能なOMF Interchange Specifications（ＯＭＦイ
ンターチェンジ仕様）に定義してあり、同様にAvid Technologyから入手可能なOMF Inter
change Toolkit（ＯＭＦインターチェンジ・ツールキット）にて入手可能である。クリッ
プ・リストの管理については、本システムの編集面との関連において、以下で更に詳細に
述べる。
【００３０】
　図４は図３の回路を更に詳細に示す。即ち、この回路は、第１の入力６２上にある外部
ビデオ源、または入力６４を通じてのカメラ・ビデオ源のいずれかからのコンポジット・
ビデオ（CV）信号を受信し、デジタル・コンポジット・ビデオ信号を６６に出力する、ゲ
ンロック・デコーダ(genlock decoder)６０を含む。外部およびカメラのコンポジット・
ビデオ信号も、アナログ／デジタル変換器６８に入力し、出力７０において、デジタル・
コンポジット・ビデオ信号を発生する。加えて、輝度コンポーネントおよび色コンポーネ
ントから成る信号のようなコンポーネント・ビデオ信号も、７２に示すように、入力とし
てカメラから受信する。これらのコンポーネントは、７４，７６および７８に示すように
、それぞれのコンポーネント毎にアナログ／デジタル変換器に印加する。これらデコーダ
の各出力７４ａ，７６ａおよび７８ａは、デジタルＹＵＶデジタルコンポーネント・ビデ
オ情報を供給する。デコーダ８０は、コンポジット・ビデオ（CV）アナログ／デジタル変
換器６８からのデジタル出力を受け取り、典型的にＹＵＶであるコンポーネント形態のデ
ジタル・ビデオ情報ストリームを発生する。デコーダ８０の出力およびコンポーネント・
アナログ／デジタル変換器７４～７８（ＹＵＶバス・ロジック８２を介して）の出力は双
方とも、ここでは画素バス８４と呼ぶものに印加する。画素バス８４は、このシステムに
おいてＹＵＶデジタルコンポーネント情報を転送するために用いるものである。画素バス
８４上のコンポジット・ビデオ６６およびＹＵＶコンポーネント情報は、双方ともエンコ
ーダ８６および８８に印加して、出力ビデオ信号を供給する。具体的には、エンコーダ８
６はプログラム出力コンポジット・ビデオ信号(program out composite video signal)と
呼ぶものを供給する。これは、放送品質のＣＣＩＲ６０１コンポジット・ビデオ信号であ
る。エンコーダ８８は、出力コンポジット・ビデオ信号を、８９で示すようなモニタに供
給すると共に、輝度のみの出力信号を、以下で述べる、ビューファインダ（VF）に印加す
る。画素バス８４上のコンポジット・ビデオ信号６６およびＹＵＶデジタル・ビデオ情報
は、スイッチ８６ａおよび８８ａに印加するように図示してある。これらのスイッチは、
２つの入力の一方を、それらの各エンコーダ８６または８８に選択的に印加する。実際に
は、スイッチはエンコーダを具現化する集積回路内に内蔵してあるので、図４のスイッチ
８６ａおよび８８ａは単に図示を目的とするに過ぎない。これらは、マルチプレクサを意
味することを意図するものではない。
【００３１】
　また、ＹＵＶ画素バスには、ＪＰＥＧコーデック９２も接続してある。説明中の実施例
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はＪＰＥＧ圧縮を用いるが、他のタイプのビデオ圧縮を用いてもよいことは理解されよう
。しかしながら、商業的に入手可能なコーデックを用いて、フル・モーションの放送品質
画像を供給可能であることがわかっている。加えて、各フィールドは、ＪＰＥＧを用いる
と、ビデオ・ストリーム内の他のフィールドとは独立して圧縮するので、ビデオの編集が
圧縮アルゴリズムによって妨げられることはない。ＪＰＥＧコーデック９２は、画素バス
８４から入力を受け取り、そしてこれに出力する。ＪＰＥＧコーデックは媒体データ経路
コントローラ９４に接続してある。媒体データ経路コントローラ９４も、９６で示すよう
なオーディオ・サブシステムからオーディオ情報を受信する。オーディオ・サブシステム
については、以下で更に詳細に説明する。
【００３２】
　媒体データ経路コントローラ９４は、ＪＰＥＧコーデック９２と媒体データ・バッファ
９８との間の圧縮データ・フローを制御する。加えて、媒体データ・バッファ９８と媒体
記憶装置１００との間の圧縮データ・フローも制御する。媒体記憶装置１００は、典型的
に、磁気ディスクまたは光ディスクのような、コンピュータ読み取り可能および書き込み
可能なランダム・アクセス記録媒体である。システム全体の制御は、中央演算装置１０２
が行う。媒体データ・バッファ９８およびＣＰＵ１０２の制御については、例えば、米国
特許第５，０４５，９４０号および上述のようなその他の特許に記載されている。中央演
算装置はバス１０４を有し、バス１０４は、システム全体に制御信号を供給するシステム
周辺コントローラ１０６に、それを接続する。例えば、これは、媒体データ経路９４、Ｊ
ＰＥＧコーデック９２、ディスク・サブシステム用ディスク・コントローラ１００、ＹＵ
Ｖバス・ロジック８２、デコーダ８０、ゲンロック・デコーダ６０ならびにエンコーダ８
６および８８の制御を行う。また、これはリード・オンリ・メモリ１０４にも接続してあ
る。メモリ１０４は、オペレーティング・システム内のＣＰＵ用制御プログラムを記憶す
るために用いる。１０８に示すダイナミック・ランダム・アクセス・メモリのような揮発
性メモリに加えて、フラッシュＲＯＭ１０６も備えてある。最後に、直列Ｉ／Ｏコントロ
ーラ１１０を用いて、他のコンピュータまたは機器に対するETHERNET（登録商標）または
ＲＳ－４２２接続のいずれかを備えてもよい。
【００３３】
　次に図３および図４に示した回路の更に詳細なブロック図を、図５との関連において説
明する。上述のように、デジタル化回路は、リアル・タイムで動作する制御システムであ
る、Motorola MC68341プロセッサのような、中央演算装置１００によって制御する。中央
演算装置１００は、主アドレスおよびデータ・バス１０２を有し、システムの他の部分は
このデータ・バス１０２に接続してある。
【００３４】
　デジタル化回路は、コンポジット・ビデオ信号を処理するGENLOCK回路１０４と、そし
て同期信号抜き取り回路(synchronization signal stripping circuit)１０８と関連して
、コンポーネント・ビデオ信号を処理してＹＵＶ４：２：２フォーマットのデジタル信号
にする、１組のアナログ／デジタル変換器１０６と、を含む。GENLOCK回路１０４から出
力するコンポジット・ビデオ信号は、デコーダ１１０に供給し、アナログ／デジタル変換
器１０６から出力するのと同様のデジタルコンポーネント情報に変換する。水平同期信号
（ＨＳＹＮＣ）、垂直同期信号（ＶＳＹＮＣ）、および画素クロック（ＰＩＸ）を用いて
、回路の残り部分の同期を取る。コンポジット信号は、バス１０９に沿ってデコーダ１１
０に供給し、ＹＵＶ４：２：２デジタル・コンポーネント信号に変換する。また、コンポ
ジット信号はエンコーダ１５２にも送出する。
【００３５】
　コンポジット・デジタル信号は、画素バス１１２に印加し、マルチプレクサのようなス
イッチ１１４を介して、ラスタ－ブロック変換器１１６およびメモリ１１８にこれらを送
出する。ラスタ－ブロック変換器１１６は、直列画素データから、前述のＪＰＥＧ圧縮規
格に応じた使用および処理のための画像ブロックを発生する。メモリ１１８は、典型的に
、３２Ｋｘ１６のサイズを有する。画素データは、ラスタ－ブロック変換器１１６に転送
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し、中央演算装置（ＣＰＵ）１００を迂回させる。即ち、画素データは、ＣＰＵの主メモ
リ１０５には書き込まない。ＪＰＥＧプロセッサ１２０は、ラスタ－ブロック変換器１１
６およびメモリ１１８と相互作用を行い、画素データから得たデジタル静止画像を取り込
み、ＪＰＥＧ圧縮規格を用いてこれを圧縮し、１２２に示すような出力を供給する。ＪＰ
ＥＧ圧縮規格は、米国特許第５，３５５，４５０号の教示にしたがって良好な圧縮水準を
保持しつつ、改善した画質を提供するように適応可能である。
【００３６】
　入力したオーディオ信号に関しては、１３０で示すマイクロフォンまたはライン入力信
号を１つ以上のオーディオ・コーダおよびデコーダ（コーデック）１３２に印加し、直列
デジタル出力１３４を得る。デジタル・マイクロフォン、デジタル・オーディオ・テープ
、コンパクト・ディスクまたはその他のデジタル音源からのように、入力信号がデジタル
状である場合、あるいは出力信号がデジタル状である場合、コーダは不要である。サンプ
リング・レートは任意の所望のレートでよいが、オーディオに典型的なレートは、４４．
１ＫＨｚ、２２ＫＨｚおよび４８ＫＨｚを含む。とりわけ、８、１６または３２ビット・
フォーマットを用いることができる。尚、本発明は、いずれの特定のデジタル・オーディ
オ・フォーマットにも限定されないことは理解されよう。加えて、バス１３６を通じてデ
ジタル入力を受け取り、１３８においてそれらをアナログ出力信号に変換してもよい。直
列オーディオ・データ１３４および圧縮ビデオ・データ１２２は、パイプライン制御回路
１２４に印加する。パイプライン制御回路１２４は、同期コントローラ１２６からの同期
制御情報を用いて制御し、典型的にダイナミックＲＡＭとして実装する、データ・バッフ
ァ１２８にそのデータを送り込む。このバッファに適したサイズは２Ｍｘ３２であり、典
型的には、論理的にリング・バッファとして実装する。パイプライン制御回路は、米国特
許第５，０４５，９４０号およびＰＣＴ公開WO９３／１２４８１号の教示にしたがって実
現する。ＣＰＵ１００は、同期コントローラ１２６、パイプライン制御回路１２４および
ディスク・コントローラ１４０を制御し、ビデオおよびオーディオ・データのフローを、
メモリ１２８とディスク記憶装置１４２との間でやりとりさせる。２つのディクス・コン
トローラを用いて従来のストライピング(striping)を行う。しかしながら、１つのコント
ローラを用いてドライブ・パッケージ上の回路にコマンドを送り、単一のディスク・コン
トローラ１００からのコマンドに応答して、入来するストリームを分割したり、あるいは
出立するデータ・ストリームを結合するようにしてもよい。ストライピングは、ワード・
レベルあるいはブロック・レベルまたはバイト・レベルで行うことができる。ディスク・
コントローラおよび関連するディスクへのバスは、ＩＤＥまたはＳＣＳＩコントローラの
ような、いずれかの標準的コントローラとすればよい。本発明はディスク・コントローラ
のタイプに限定されるものではないことは理解されよう。
【００３７】
　パイプライン・コントローラは、要求に基づく(demand-based)媒体データのフロー制御
を用いて、エンコーダおよびデコーダとコンピュータ読み取り可能記憶装置との間に局所
同期の一形態を提供する。画素バス上のデータの移動は、圧縮データ・バッファを通じて
行うようにし、記憶装置へのデータの移動は間欠的であるが、連続的な同期したビデオ信
号フローに匹敵する平均フローを有する。このフロー制御は、ディスク・アクセスによる
フローの統計的変動、メモリ管理および他のオペレーティング・システムのアクティビテ
ィによるフローに対するその他の影響に対処する。フロー制御は、データを必要とすると
きにエンコーダがデータを受け取り、欠落することなくデータをデコーダから読み出すこ
とを保証する。フロー制御した媒体データを用いることの付加的な利点は、入来する信号
源にロックするため、または出力周波数および位相にロックするために、プリロール時間
(preroll time)を必要としないことである。
【００３８】
　また、本システムには、デジタル化ビデオ信号から発生する出力ビデオ信号を供給する
機能を備えてある。例えば、画素バス１１２をオーバーレイ回路(overlay circuit)１５
０に接続してもよい。オーバーレイ回路１５０の出力およびコンポジット信号１０９は、
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エンコーダ１５２に供給することができる。エンコーダの出力は、ビューファインダ１５
４のための入力を有するカメラに再供給することができる。加えて、この信号をモニタ出
力１５６に供給してもよい。本発明の一実施例では、カメラのビューファインダ１５４は
、カメラからだけでなく、代替信号源からも信号を受信する。この機能を用いれば、動画
レコーダは、コントローラ１５８および関連するメモリ１６０を有することによって、記
録中のビデオに関する追加のステータス情報を、ビューファインダを通じて提供すること
も可能となる。このようなステータス情報は、電池レベルの指示、タイム・コード、日時
、実行中の機能（例えば、記録または再生）等である。中央演算装置１００には、プログ
ラム情報を記憶するフラッシュ・メモリ１０１のようなプログラマブル・リード・オンリ
・メモリ、ダイナミックＲＡＭコントローラ１０３、および当技術では一般的であり、処
理の間揮発性データを記憶するためのダイナミックＲＡＭ１０５も関連させてある。典型
的に、メモリ１０１はオペレーティング・システム、および不揮発性記憶装置に保持して
おく他のプログラミング・コードを収容する。このメモリ１０１に適したサイズは、４Ｍ
である。適したＤＲＡＭサイズは、４Ｍｘ１６である。
【００３９】
　一実施例では、動画レコーダは、コンポジット出力信号にＶＩＴＣ／ＬＴＣ制御情報を
備える、追加のエンコーダ１６２を含む。このエンコーダへの入力は、画素バス１１２、
画素バス１１２を迂回するデコーダ１１０の出力、画素バス１１２を迂回するＡ／Ｄ変換
器１０６の出力、またはゲンロック回路１０４の出力１０９の内いずれか１つとすること
ができる。あるいは、これらの入力各々をそれ自体の別個のエンコーダに印加してもよい
。これらのエンコーダの出力を単純なスイッチに供給し、これら出力の１つの選択を可能
にするようにすればよい。加えて、ETHERNET（登録商標）接続１６４を備えてもよい。
【００４０】
　本発明の一実施例では、２系統の画素バス１１２を用いてもよい。第１のバスを記録用
バスとし、スイッチ１１４の入力側を介して、デコーダ１１０および１０６の出力ならび
にＪＰＥＧ圧縮回路の入力に、更にエンコーダ１６２および１５２の入力に接続する。第
２のバスは再生用バスとし、スイッチ１１４の出力側を介してＪＰＥＧ伸張回路の出力に
、ならびにエンコーダ１６２および１５２の入力に接続する。
【００４１】
　本発明の一実施例では、GENLOCK回路１０４は、Raytheon 22071 GENLOCK回路とすれば
よい。デコーダ１１０はRaytheon SAA7151デコーダとすればよい。エンコーダ１５２およ
び１６２も、RaytheonまたはTRW 22191フル・ビデオ・エンコーダとすればよい。ETHERNE
T（登録商標）回路、オーディオ・モジュールおよびディスク・コントローラは、様々な
形態で入手可能であり、しかも多数の供給業者から入手可能である。
【００４２】
　図６は、図５におけるオーディオ・コーデックにおいて示したような、オーディオ・サ
ブシステムを更に詳細に表わしたものである。通常、左右のマイクロフォン入力、左右の
ライン入力、左右の平衡型オーディオ・プログラム出力、および左右のヘッドフォン出力
という、４本の入力チャネルと４本の出力チャネルがある。各オーディオ・チャネルには
、受信することを期待する入力１７２（平衡型とすることができる）にしたがって、マイ
クロフォン入力およびライン・レベル入力間で選択を行う、セレクタ１７０を備えてある
。プログラマブル利得増幅器１７４も、各チャネルに備えてある。また、各オーディオ・
チャネルは、対応するオーディオ・アナログ／デジタル変換器１７６を有し、オーディオ
入力信号を受信して、それをデジタル信号に変換する。アナログ／デジタル変換器１７６
の出力はデジタル・オーディオであり、図４においてパイプライン・コントローラ１２４
または媒体データ経路装置９４として示すような、媒体データ経路装置に印加する。これ
らのデジタル信号は、次に、１７８に示すような、利得制御を有するデジタル／アナログ
変換器に供給する。デジタル／アナログ変換器１７８は８つの入力、即ち、媒体経路装置
からのデジタル・オーディオからのデジタル信号（４本の記録信号供給路）およびアナロ
グ／デジタル変換器１７６からのデジタル信号（４本の生信号供給路）を受け取る。デジ
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タル／アナログ変換器１７８は、８入力４出力マトリクス１８０に８つの出力を供給する
。マトリクス１８０は８つの入力から選択を行い、４つのオーディオ出力を供給する。こ
れら４つのオーディオ出力は、対にして、２チャネル・プログラマブル利得増幅器１８２
，１８４に供給する。次に、これらをマイクロフォンまたはライン選択装置１８６に供給
し、次いで平衡型オーディオ・プログラム出力またはヘッドフォン出力のいずれかを供給
する。アナログ／デジタルおよびデジタル／アナログ変換器は、Crystal Semiconductor 
4225コーダ／デコーダを用いて実装する。８－４スイッチング・マトリクスは、MAXIMか
ら入手可能なMAX335のようなアナログ・スイッチである。
【００４３】
　他の実施例では、警告トーン発生回路を備え、これは、プログラム出力またはヘッドフ
ォン回路のいずれかに選択的に印加する。加えて、カメラ上のスピーカは、プログラム出
力オーディオを再生するように接続することも可能である。
【００４４】
　増幅器およびスイッチの制御は、ＣＰＵ上の制御プログラムにおけるコンピュータ・プ
ログラミングによって行うようにする。この通信は、図５においてQSPIバスとして示すも
のを通じて行う。即ち、本システムにおいて可能な種々のモードに対して、コンピュータ
は対応する出力信号を有し、カメラ・ユーザが所与のモードを選択したときに、この出力
信号を設定する。
【００４５】
　プログラム出力チャネルを通じたビデオおよびオーディオ再生の同期について、これよ
り図７において説明する。同期を取るには、１９０に示す１３．５ＭＨｚクロックのよう
なビデオ・デコーダからのビデオ・クロックを生成する。１９２に示すCrystal Semicond
uctor CS1522 オーディオ・クロック・シンセサイザのような、オーディオ・クロック・
シンセサイザが、ビデオ・デコーダからのビデオ・クロックを受け取り、１２．２８８Ｍ
Ｈｚのようなマスタ・オーディオ・クロックを発生する。次に、このマスタ・オーディオ
・クロックを、媒体データ経路装置内のオーディオ・クロック発生システム１９４に供給
し、オーディオ・クロック発生システム１９４は複数のクロックをオーディオ・サブシス
テムに発生する。
【００４６】
　以上でデジタル動画記録装置の概略的な構造および動作についての説明を終え、次に編
集処理について説明する。先に説明したように、クリップの記録および編集は、レコーダ
の主プロセッサ上で実行するコンピュータ・プログラムによって管理する。編集システム
は、マサチューセッツ州TewksburyのAvid TechnologyからのAvid/1 Media Composerおよ
びNewsCutterのような、最新のコンピュータ化ビデオ編集システムが一般的に行う機能を
実行するように実装することができる。これらの機能は、以下に述べるように、キーパッ
ドからの入力に応答して動作するように実装する。
【００４７】
　記録したクリップのインスタンス(instance)を維持し管理するために用いる、３種類の
リストがある。ユーザ・インターフェースには多数の入力ボタンおよび表示装置を備え（
図１５との関連において以下で説明する）、ユーザに実行すべき機能を選択させることが
できる。これらの機能は、各々記録装置上のクリップを管理するために用いる前記リスト
の１つを操作する。まずこれらリストについて説明し、続いて、ユーザ・インターフェー
スおよび実行する機能の説明を行う。
【００４８】
　レコーダは３種類のリストを用いて、記録アクティビティおよびシーケンス・アクティ
ビティの適正な全体的組織を維持する。即ち、現在使用可能であり実際に記録したクリッ
プを示す、ここでは「クリップ・リスト」と呼ぶものを維持する。クリップ・リストは、
現にアクティブなビン(bin)のために維持する。システム内には複数のビンを格納してい
る場合もあるので、クリップ・リストは各ビンに対して維持するようにする。いずれのク
リップでも、異なるビンとの間で移動が可能である。ここでは「アウトテイク・リスト(o
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ップのリストである。このリストの中にあるクリップは、以下に述べるように、ビデオ制
作者が、クリップ・リストからここに移動させたものである。したがって、クリップ・リ
ストおよびアウトテイク・リストは、使用可能なクリップおよびアウトテイク・クリップ
を含み、自動的にクリップの昇順に配列するようにしてある。即ち、各クリップを記録す
る際に番号を割り当てる。この番号は、記録クリップ毎に増やしていく。これは、クリッ
プがクリップ・リストにあるかまたはアウトテイク・リストにあるかには関係なく、当該
クリップに割り当てる。
【００４９】
　第３のリストは、ここでは「シーケンス・プレイ・リスト」と呼ぶものであり、イベン
トのプログラム可能なリストである。イベントは、クリップを再生するための情報を保持
することができ、またイベントはスイッチを特定のビデオ源に制御することができる。こ
のプログラム可能なリストをプログラム・ビデオ出力に再生する。シーケンス・プレイ・
リスト内のイベントに使用可能なビデオ源には、カメラ、外部ビデオ、ブラック、または
検査信号、あるいはディスク上に記録したクリップがある。クリップを再生しているとき
はいつでも、ディスク源を自動的に選択する。したがって、シーケンス・プレイ・リスト
は、生のビデオまたは記録したビデオおよびオーディオ・クリップ・トラックも含む。オ
ーディオ・トラックの割り当ては、各イベントに対して個別に選択することができ、左、
右または双方のライン・オーディオ出力チャネルを含む。
【００５０】
　以下の第１表にクリップ・リストの見本を示す。このクリップ・リストでは、下線を施
したタイム・コードでマーク・イン(mark in)およびマーク・アウト(mark out)を示す。
また、各クリップの開始タイム・コードおよび終了タイム・コードも、その長さと共に与
えてある。この例では、アウトテイク・ビンに削除したクリップもいくつかある（第２表
に示す）。
【００５１】
【表１】

【００５２】
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【表２】

【００５３】
　第３表にシーケンス・プレイ・リストの見本を示す。各イベントには、番号を割り当て
、そして各イベントは、ビデオ源およびそれが制御するトラックを示す。クリップに割り
当てた属性（テキストまたは数値）がある場合、名称／データ・フィールドにもこれらを
示すようにしてある。ビデオ源フィールドにおいて番号を用いているのは、使用可能なビ
ンにおけるクリップを示す。クリップの持続期間も示してある。トラックは、１本のビデ
オ・チャネルと５本のオーディオ・チャネルを示す。したがって、最初の文字は、ディス
クから読み取ることができるような検査信号、ブラック、またはカメラのいずれかを示す
。また、外部ビデオ信号である可能性もある。その場合、外部ビデオ信号を「Ｘ」で表わ
すことができる。２番目のフィールドは、出力に向けるべきマイクロフォン入力を示す。
最後に、最後の４フィールドは、どのオーディオ・トラックを用いるべきかを示す。例え
ば、このプレイ・リストのイベント５に示すように、１つのクリップからのオーディオ・
トラック、他のクリップからのビデオを用いることが可能である。
【００５４】

【表３】

【００５５】
 　本システムにおける時間表示は、標準的なＳＭＰＴＥタイム・コードに基づいており
、典型的なＳＭＰＴＥモードのいずれでも使用可能である。値は予め設定しておくことが
できる。この形態の時間表示を用いることにより、制作ノートの典型的な日誌の一部とし
て、ビデオ制作者による記録(logging)が可能となる。また、この時間位置(time locatio
n)を文字オーバーレイに使用し、例えば、現静止フレーム(freeze rame)の時間位置を表
示することができる。記録中に経過時間値を示すこともできる。
【００５６】
　クリップは、任意の１サイクルの記録の結果であり、ビデオ情報、オーディオ情報、ま
たは双方を含む場合もある。フレームは、デジタル化し、記録モード（デジタル化）を開
始してからクリップとして終了するまでの時間に記憶する。記録を中止するとき、各クリ
ップは自動的に固有の識別番号を受け取る。クリップ・カウンタは、新しいクリップを記
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録する毎に１ずつ進んでいく。時刻値と同様に、クリップ・カウンタも所望の記録値に予
め設定することができる。クリップ番号は、あるクリップをナビゲート(navigate)し位置
を突き止めるために使用することができる。また、モニタ出力の文字オーバーレイ上に、
時間値と共に現クリップ値を表示することもできる。更に、以下で述べる編集機構を用い
て、クリップにマーク・インおよびマーク・アウト・ポイントを割り当てることもできる
。
【００５７】
　イベントは、マーク・インおよびマーク・アウトの位置、ならびにクリップに対するト
ラック再生割り当てを含む。また、イベントは、カメラ、外部ビデオ、ブラック、または
検査のようないずれかのビデオ源を選択するようプログラム出力を制御することもできる
。クリップを任意のイベントに割り当てるかまたは挿入できるようにすることによって、
この機構は分割「Ｌ」カット(split "L" cut)、画像への音楽のナレーションなどをサポ
ートする。イベントは、クリップと同様に、以下で更に詳しく述べる編集機構を用いて、
ナビゲート、レビュー、トリムを行うことができる。
【００５８】
　次に、本システムのユーザ・インターフェースについて、図８および図９との関連にお
いて説明する。制御インターフェースは、３つの処理レベルに分割する。第１の処理レベ
ルは基本モーション制御であり、ビデオ・テープ・システムに一般的に関連する最も基本
的でなじみのある機能を含む。これらのコマンドの殆どは、以下で述べる、表示装置上の
リアル・タイムの専用キーによりサポートする。概して言えば、殆どまたは全ての時間、
ビデオ制作者に素早くしかも容易にアクセスできなければならない機能には、専用キーを
割り当てる。専用制御キーは、インターフェース上で機能群に組織化してもよい。第２の
処理レベルは、ここでは「上位トランザクション(advanced transaction)」と呼び、リア
ル・タイムの適応キーをこれらに割り当てる。これら上位トランザクションは、数字によ
る媒体のナビゲーションやシーケンス管理に関連するタスクを含む。これらの適応キーは
、一般的に言うと、関数を与え、これら関数は、型通りのトランザクションの簡略化およ
び能率化、ならびにシーケンス構築処理の高速化を図るように合わせている。これらの適
応キーについては、以下で更に詳細に説明する。第３の処理レベルは、システム設定タス
ク、診断、および平均的な制作日程の作業では頻繁にまたは繰り返し用いられることはな
い機能、を対象とする。このレベルの制御には、表示上の一連のメニュー・ページを通じ
てアクセスする。メニュー・ページは、メモリに記憶してあるデータによって定め、カメ
ラの動作状態またはモードにしたがってアクセスする。
【００５９】
　次に図８を参照すると、ユーザ・インターフェースは、例えば、液晶表示装置によって
ユーザに文字出力を与える、表示装置２００を含む。表示装置２００には機能キーＦ１～
Ｆ１２を関連付けてある。２０２に示す単語"HELP"のようなキャプション(caption)を、
表示装置２００上の機能キーの各々に隣接して表示する。各キーに隣接して表示するキャ
プションは、当該キーが動作するように現在プログラムしてある機能を示す。こうするこ
とによって異なる画面および機能が得られるが、これについては以下で更に詳細に説明す
る。専用キーは、数字の０～９を有するキーを含む数字入力キーパッド２０４を含む。ま
た、表示装置はナビゲーション制御キー２０６も含む。これら９個のキーは、ここでは、
「クリア(Clear)」、「＜」、「＞」、「前(Prior)」、「次(Next)」、「＋／－」、「入
力(In)」、「出力(Out)」、および「シフト(Shift)」のように示す。プログラム・スイッ
チング制御部も、２０８に示す６個のキーによって設けてある。これらのキーは、記録お
よび再生、ならびに、カメラ、外部、検査等のような、プログラム出力へのビデオ源を制
御する。更に、１１０に示すように輸送制御のために、６個のキーを別途備えている。オ
ーディオ再生レベル制御部は２１２に、オーディオ入力レベル制御部は２１４に備えてあ
る。このインターフェースは、ＲＡＭボタン２１６、タリー・ボタン(tally button)２１
８、電源スイッチ２２０、HotRecボタン２２２も含むことができる。２２４に示すように
、ファインダ、パネルおよび光を制御するために、３個のスイッチを別途備えてもよい。
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また、出力は、スピーカ２２６および２２８、ＬＣＤ２３０および夜間制御ボタン２３２
に供給することができる。図９に示すように、カバー２３４および２３６を専用キー上に
備えてもよい。
【００６０】
　これらのボタンによって得られる機能について、これより更に詳細に説明する。
　本発明のこの実施例では、定型処理の基礎をなす主要な２種類の表示ページがある。ユ
ーザは、これらのページの一方をホーム・ページとして選択する。「クリア」キーを押す
と、他の処理を完了させた後に、システムはホーム・ページに戻る。これら２種類のペー
ジのいずれからでも第３のページにアクセスし、システム設定タスク、調節、および診断
機能へのアクセスを与えることができる。
【００６１】
　主要表示ページの一方であるレコーダ表示を図１０に示す。適応キー・モーション制御
部は、図８に示した表示上に配置した同様の専用キーと、動作において同じである。素材
の記録および編集を継続するために使用可能な電力量は、関連する記録クリップで得られ
る残り時間と共に、表示上の「ＢＡＴＴ」に示す。現クリップおよび時間の表示は、Ｆ５
の再生制御の隣に配置した。同様のオーバーレイは、ビデオ・モニタ出力信号上に提示し
てもよい。この信号は、モニタおよびカメラのビューファインダ間で切り換えることがで
きる。Ｆ７およびＦ８キーに隣接して、バー・グラフ状のオーディオ・トラック１～４の
オーディオ・レベル・インディケータを表示してある。これらは、記録レベル・ボタン制
御部２１４によって制御するものとして、各トラックの記録レベル制御部と並べてある。
各トラックに対するプログラム可能な再生割り当ては、レベル・バー・グラフの下に表示
してある。再生制御ボタンに隣接する現クリップおよび時間表示は、現フレームを表わす
２文字の表示である、タイム・ライン・ロケータ(time line locator)表示を含む。これ
は、マークのインディケータを与え、クリップの境界ならびにMark INおよびMark OUTフ
レームを確認する。これは、時間表示の延長として動作し、レコーダ表示およびシーケン
サ表示の双方に見られる。これらの表示については、以下で説明する。タイムライン・ロ
ケータ・シンボルを第４表に示す。これら４つのシンボルは例示的なものであり、他のシ
ンボルも使用可能である。しかしながら、第４表に掲げるシンボルは、所与のフレームの
ステータスを伝達するためには、より直感的なシンボル対の組み合わせを与えることが判
明している。シンボル対は、各フレームに対するタイムライン・ロケータを形成する。
【００６２】
【表４】

【００６３】
　これらの対をタイムライン・ロケータに割り当てた表を第５表に示す。
【００６４】
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【表５】

【００６５】
　これら２つの文字によって、タイムラインにおける各フレームをどのように定義するの
かについての例を、第６表の例に示す。この表では、タイムラインにおける２文字で各フ
レームを定義している。
【００６６】
　例Ｄは、記録直後のマークのないクリップを示している。
【００６７】
【表６】

【００６８】
　シーケンサ・モードでは、表示は図１１に示すようになる。図１１における例は、レコ
ーダが、最後の記録装置の静止フレームが現在使用可能である状態にあることを示す。シ
ーケンサ・モードでは、数字によるナビゲーションのためにいくつかのモードがある。こ
れらは、機能キー１～４および１２に対応付けてある。これら機能キーのいずれかを押す
ことによって、選択したモードにコマンド・ラインを設定する。ここでは、コマンド・ラ
インを２４０で示す。コマンド・ラインは、数値入力フィールドを示し、各モードにフォ
ーマットしてある。いずれかのモードを選択すると、数字フィールドは現静止フレーム位
置の値を表示する。下にあるキーパッド上のいずれかの数値に触れると、瞬時にそして自
動的に数値フィールド内の現在の位置値がクリアし、新しい数値を入れる毎に、それらを
表示する。数値入力は右詰めで入り、連続してキーストロークがあると、左に向かって列
を作る。このフィールドをクリアするにはクリア・キーを用いる。数値フィールド値を変
更したときはいつでも、Ｆ５機能キーは「再生－一時停止」から「GOTO（進む）」に変わ
る。このように、いずれかの新しい数値を入力した場合はいつでも、GOTO選択肢を提示す
る。種々のモードに合わせてフォーマットした数値フィールドを以下の第７表に示す。
【００６９】
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【表７】

【００７０】
　次に、クリップ・モードについて説明する。このモードに入るには、シーケンシング・
モードにおいてＦ２キーを押す。このモードは、シーケンサおよびレコーダにとってはデ
フォルト・モードである。通常、クリップ・モードをアサートできるのは、編集後記録イ
ベント(recording after editing events)の後、またはクリア・キー押圧の後、TIMEOUT
期間の後である。
【００７１】
　図１１のシーケンサ・モードにおける表示の上側部分は、シーケンス構築におけるクリ
ップおよび時間ナビゲーション・アクティビティ専用となっている。Ｆ１機能キーは「時
間」に割り当て、Ｆ２機能キーは「クリップ」に割り当ててあり、モニタのOUTビデオ信
号上の左側およびオーバーレイ上にそれに対応する表示を含む。これらの表示は、システ
ムの現在位置を示す。現クリップ表示の直ぐ右側に、２つのクリップ値（００１７／００
３５）を配置してある。これらは、得ることができる最低および最高のクリップ番号、即
ち、現在装填中のディスクまたは他の記録媒体上にあるクリップの範囲を示す。
【００７２】
　この表示の右側では、基本的なシーケンス構築機能、即ち、DELETE（削除）やINSERT（
挿入）が得られ、それぞれＦ７およびＦ８によってその処理を行う。Ｆ１またはＦ２機能
キーのいずれかを押すことにより、数値入力を受け入れ、システムを現在位置に移動させ
る。次いで、DELETEまたはINSERTのいずれか、あるいは以下で更に詳細に述べる他のキー
を用いて、その位置に作用させることができる。
【００７３】
　コマンド・ライン２４０（ライン４）は、クリップ表示の真下にあるこの領域のベース
にある。コマンド・ラインは、現状態または処理モード、即ち、時間、クリップ、アウト
テイク、イベントまたはシーケンスのいずれかを表示する。Ｆ５機能キーによって与える
ようにしたGOTOおよび再生制御は、表示してあるコマンド・ライン・モードおよびその数
値フィールドの値に応答する。
【００７４】
　クリップ・モードでは、コマンド・ラインはクリップの指示、その持続期間および記録
したトラックを表示する。イベント・モードでは、コマンド・ラインは、当該イベントお
よびそれに関連するクリップを同様に表示する。ナビゲーションおよびシーケンス・アク
ティビティは、典型的に、クリップおよびイベント間の関係を管理する必要があるので、
コマンド・ラインは、現クリップの表示とイベント・ウインドウとの間に位置付けてある
。クリップ・モードを最初に選択したときまたはデフォルトとなっているときは、コマン
ド・ラインおよびクリップの表示が一致する。最初にイベント・モードを選択したときは
、イベント・ウインドウ内に表示される２つのイベントの下側とコマンド・ラインとが一
致する。
【００７５】
　選択すると、モード、ページ、およびアウトテイク・モードも、同様にコマンド・ライ
ン上に現れる。したがって、コマンド・ラインは、現モードの指示を与え、ナビゲーショ
ンのために数値入力フィールドを管理する。コマンド・ラインおよび数値フィールドの入
力が協同して作用することにより、一般的な計算機の単純な操作や簡素性および速度を提
供するシステムが得られる。各トランザクションが進行するにしたがって、機能キーのキ
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ャプションを更新していく。これによって、選択全体についての適切な制御を行うように
する。必要に応じて、適切な機能および演算子(operator)を提示する。このようにインタ
ーフェース技法を制限することにより、画面表現全体の簡略化を図る。
【００７６】
　シーケンサ表示の中央には、Ｆ３およびＦ９機能キーの間にイベント表示領域がある。
イベント表示はスクロール・ウインドウであり、シーケンス・プレイ・リスト内に２つの
イベントを示す。機能キーＦ３を押すことによって本システムをイベント・モードにした
ときはいつでも、下側のイベント（「＞」で示す）は上に移動し、これもコマンド・ライ
ン上に表示する。Ｆ９機能キーの押圧を通じて、トラックにアクセスし割り当てを行うこ
とができる。次のイベントに対するトラックの割り当ては、下側のイベント・ライン上に
示す。機能キーＦ７およびＦ８に割り当てた挿入および削除機能は、表示したイベントの
下側のものに適用する。
【００７７】
　シーケンサ表示の最も下にある部分は、別の保守および記録アクティビティに用いる。
したがって、記録は、レコーダ表示ではなく、シーケンサ表示から行うことができる。追
加のメニュー・ページも、提供すれば、直接呼び出すことができる。
【００７８】
　次に、専用キーによって行うようにした機能、および表示領域と対応付けたプログラム
可能な機能キーについて、更に詳細に説明する。
　まず図８に示すような専用キー制御部について、記録モードとの関連において説明する
。システムは、時間、クリップ、アウトテイクおよびイベントの各モードについて、現在
位置カウンタを維持する。これらをここでは表示と呼ぶ。また、次の時間値およびクリッ
プ値に対する別個の記録位置カウンタもある。これらをここでは記録カウンタと呼ぶ。記
録カウンタ値は、記録中、またはシステムを編集モードにして入力信号を観察するときは
いつでも、レコーダ・ページまたはシーケンサ・ページのいずれかから表示する。このモ
ードでは、カメラのトリガ・ボタンが、クリップの記録開始および停止を行うために通常
用いるトリガとなる。このボタンはカメラ上にあり、デジタル化回路にトリガ信号を供給
する。シーケンサ・モードでは、トリガはシーケンス・プレイ・リストの再生を開始する
。トリガを呼び出して記録を開始すると、他のモーション処理やモードを中断させ、シス
テムをクリップ・モードに設定する。表示をレコーダ・ページに切り換えてもよい。カメ
ラをプログラム出力に切り換え、モニタ出力ビデオ出力およびマイクロフォンをオーディ
オ・プログラム出力およびスピーカに切り換える。次に、システム制御パネル全体を固定
する(lock out)。更に、システム入力をカメラからとなるようにに設定し、ディスク上で
記録を開始する。記録を中止するのは、カメラのトリガによってのみである。記録を停止
すると、新しいクリップがクリップ・ビン・プレイ・リストに加わる。新たに記録したク
リップによって、コマンド・ラインを図１０に示すように更新する。編集モードでは、時
間およびクリップ・カウンタは、次のクリップおよび次のフレームを示す。再生／一時中
止モードでは、時間およびクリップ表示を現クリップおよび最後のフレームに更新する。
【００７９】
　"CAM"キーはカメラをプログラム出力に切り換える。プリセット・マイクロフォンをオ
ーディオ・プログラム出力に設定する。ディスクが再生モードにあるとき、このキーを押
すと、いずれのクリップ、アウトテイク、または進行中のイベントからでもディスク・モ
ーションを停止させ、カメラをプログラム出力に切り換える。"PLAY"キーと共にこのキー
を押した場合、カメラの記録を呼び出すようにする。"PAUSE"キーと共にこのキーを押し
た場合、カメラをモニタ出力に切り換え、プリセット・マイクロフォンをオーディオ・モ
ニタ出力に設定する。時間およびクリップ表示を、記録カウンタに切り換える。イベント
・モードにありオン・ラインではない場合、ある所与の時間期間の間、または期限のない
デフォルト期間の間、いずれかのイベントへの挿入のためにカメラを選択することができ
る。これについては、以下で更に詳細に説明する。
【００８０】



(21) JP 4280767 B2 2009.6.17

10

20

30

40

50

　"DISK"キーは、ディスクをプログラム出力に切り換える。クリップ・モードにあるとき
は、記録したクリップを再生する。イベント・モードでは、シーケンス・リストを再生す
る。アウトテイク・モードでは、アウトテイクを再生する。
【００８１】
　"EXT"キーは、機能的には"CAM"キーと同一であるが、これは、イベントとしてのプログ
ラム出力、モニタ出力、あるいは記録または挿入のいずれかのためのビデオ源として、カ
メラの代わりに外部ビデオを選択する点で相違する。
【００８２】
　同様に、"BLACK"ボタンは"EXT"および"CAM"ボタンと同様に動作するが、これはプログ
ラム出力またはモニタ出力に黒い画像を供給する。通常、黒色は記録されない。
　"TEST"ボタンは、"BLACK"ボタンの動作と同様である。しかしながら、これはメモリか
らカラー・バー・パターンを呼び出し、これを検査トーンと共にオーディオ・プログラム
およびモニタ出力に切り換える。"PLAY"ボタンと共に押した場合、ホスト・カメラをモニ
タ出力に切り換え、カラー・バー較正シーケンスを呼び出すようにする。このカラー・バ
ー・パターンをメモリに記憶する。"PAUSE"ボタンと共に押した場合、検査信号制止フレ
ームをモニタ出力に切り換え、検査トーンをオーディオ・モニタ出力に切り換える。それ
以外では、その動作はイベント・モードにおける"BLACK"モードと同様である。
【００８３】
　"PGM"ボタンは、プログラム出力エンコーダをオンおよびオフに切り換える。プログラ
ム出力エンコーダは、シーケンサ・モードに入ることによって、自動的にオンになる。こ
れがオンのとき、プログラム出力エンコーダをデフォルトでブラックに設定する。
【００８４】
　"READY"ボタンはディスク媒体のサイクル・アップ(cycle up)またはダウンを行う。こ
れは、シーケンス・モードを呼び出すことによっても、同様に強制的に行うようにする。
ディスクをサイクル・アップした場合、ディスクを回転させ、シーケンス・クリップおよ
びアウトテイク・リストをディスクから読み出すようにする。また、最後に用いたシーケ
ンス・プレイ・リストおよびシーケンス・プレイ・リスト内の最後のイベントと共に、デ
ィスクの最後の位置を呼び出すようにする。コマンド・ラインと共にモード表示を更新し
、準備完了の指示を"ON"に設定する。サイクル・ダウン時には、準備完了インディケータ
を"OFF"に設定する。クリップ、アウトテイクおよびシーケンス・プレイ・リストは、最
後のクリップおよびアウトテイク位置、最後のシーケンス・プレイ・リスト、ならびシー
ケンス・プレイ・リストの最後のイベント位置と共に、ディスク・ドライブに記憶する。
次に、ディスク・ドライブの回転を落とし、コマンド・ライン上に"NOT READY"メッセー
ジを配する。"READY"ボタンは、"PAUSE"ボタンを用いて呼び出してもよい。これは、準備
完了の指示をオフとし、ディスク・ドライブ・パックをイジェクトするように動作する。
メッセージ「イジェクトしました」をコマンド・ライン上に配する。
【００８５】
　"PLAY"キーは、ビデオ源としてのディスクを、モニタ出力に、そしてオーディオ・トラ
ックをモニタ・オーディオ出力に切り換える。次に、いずれかの現シーケンス・イベント
、クリップまたはアウトテイクのために、再生コマンドを呼び出す。ディスク・ドライブ
の準備ができていない場合、準備開始シーケンス(ready initiation sequence)を呼び出
す。コマンド・ラインにいずれかの現クリップ、アウトテイクまたはイベントを表示し、
境界の交差点（遷移点）において更新する。時間表示は、秒単位で更新する。フレームお
よびタイムライン・マークは、再生中、表示から省略する。
【００８６】
　"PAUSE"キーは、多くのモードで使用可能である。再生モードから、クリップ、アウト
テイクまたはイベントのモーションを凍結し、最後に再生したフレームの静止画像を、モ
ニタ出力またはプログラム出力に維持する。本システムは、この時点で時間表示を更新す
る。記録モードからは、記録を一時中止するが、予め選択してある入力信号の表示は最初
から最後まで(end-to-end)続ける。"CAM"、"EXT"、または"TEST"ボタンのいずれかでは、
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最初から最後までの信号(end-to-end signal)をモニタ出力のみに切り換え、時間および
クリップ表示を記録カウンタに切り換える。"PAUSE"を"DISK"と共に押した場合、ディス
クをモニタ出力のみに切り換え、現静止フレーを表示する。時間およびクリップ表示は現
位置に切り換える。
【００８７】
　"<<"および">>"で示すスキャン左およびスキャン右ボタンは、再生およびポーズ・モー
ドにおいて使用可能である。再生モードでは、スキャン・ボタンはラッチとしてのみ動作
し、通常よりもモーションを約３倍高速化する。このスキャン・モードは、"PLAY"ボタン
を押すことによって中止する。ポーズ・モードからでは、このボタンはラッチのみとして
動作し、通常の５倍の再生速度を開始する。このキーを数回押すことにより、モーション
を更に増大することができる。反対方向のスキャン・ボタンを押すことにより、速度を低
下させることができる。
【００８８】
　"MIC>"キーを押すと、二進動作を行い、プリセット・マイクロフォンのプログラム出力
への切り換をオンまたはオフする動作を行う。これは、イベント・モードではトラック機
能によって動作する。これについては、以下で更に詳細に説明する。
【００８９】
　オーディオ入力レベル制御部２１４は、４つのディスク・トラックに対する入力利得お
よびレベルを調整する。同様に、オーディオ再生レベル制御部２１２は、４つのディスク
・トラックの再生利得およびレベルを調整する。
【００９０】
　"RETRO/LOOP"キー２２２は、システム入力をカメラに設定し、"LOOP/RECORD"と呼ぶ機
能を起動する。システムをクリップ・モードに設定し、任意にＬＣＤ表示装置をレコーダ
・ページに切り換える。カメラをプログラムおよびモニタ出力に切り換え、オーディオ・
プログラムおよびモニタ出力を、プリセット・マイクロフォンに切り換える。一旦このモ
ードになったなら、通常の動作によって標準的な記録を呼び出す。"LOOP/RECORD" 機能は
、例えば数秒から数分程度の長さのビデオ情報のループを、リング状バッファのようなメ
モリ・ループに記憶する。このバッファは、メモリ内またはディスク内にあってもよい。
他の記録を呼び出した場合、ループ内のデータは、直後に記録したクリップの先頭に添付
する。
【００９１】
　２０４で示す数字キー０～９は、表示への単純なキーパッド入力であり、コマンド・ラ
イン・フィールドを通じて入力する。以下で述べるが、これらの数字キーを用いて、GOTO
機能または「カウンタ設定」機能のような他の機能に対して、予め数字入力値を設定する
。符号キー"+/-"は、プラス、マイナス、およびオフという３つの動作状態を有する。こ
れは、数値入力の前または後に呼び出すことができ、コマンド・ラインの数値フィールド
の後ろにプラスまたはマイナス符号を置く。これを用いることによって、現在の位置に対
する相対的な値として、数値フィールドを適用することができる。例えば、いずれかの時
間、クリップ、アウトテイクまたはイベントに対する現在値に数値フィールドの入力値を
加算または減算することができ、その結果および値を用いて、GOTO処理を実行することが
できる。
【００９２】
　"CLEAR"キーは、取り消しキー(undo key)と同様の機能を与える。例えば、このキーに
応答して、システムはアクティブな数値フィールド内のエントリを削除したり、シーケン
サまたはレコーダのホーム・ページに戻る。シーケンサ・ページにあるとき、システムは
コマンド・ラインの数値フィールドからエントリを削除し、コマンド・ラインをクリップ
・モードとしたり、あるいはクリップ表示を最後に記録したクリップに設定する。レコー
ダ・ページにあるとき、クリア・キーはクリップ表示を最後に記録したクリップに設定し
、最後のクリップ静止フレームへのGOTOを呼び出し、クリップ時間表示ラインを更新する
。
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【００９３】
　"<"および">"で示す"FRAME"キーは、逆方向または順方向に１つずつ表示フレームを進
ませる。これは、トラックを各フレーム毎にモニタのみに再生するためにのみ用いる。ま
た、"SHIFT"キーと組み合わせて使用し、例えば、１０フレームずつ順方向または逆方向
に進ませることも可能である。また、以下で述べるが、INまたはOUTキーと組み合わせて
押すことにより、Mark INおよびMark OUTマーカを１フレームだけ左または右（時間的に
は前または後）に移動させることによって、クリップ上でTRIM機能を行うことも可能であ
る。クリップ・モードでは、トリム機能を用いてクリップを変更する。イベント・モード
では、トリム機能を用いてイベントを変更する。
【００９４】
　"PRIOR"キーは、クリップ・リスト、アウトテイク・リストまたはシーケンス・プレイ
・リストのようなリストをナビゲートする際に用いる。例えば、コマンド・ライン数値フ
ィールドを１だけ減数し、現マーク点、またはクリップおよびクリップ・ビン・プレイ・
リストの最初のフレームに、GOTOコマンドを呼び出す。同様の処理は、アウトテイク・リ
ストにも行うことができる。イベント・モードでは、GOTO機能を自動的に呼び出すことは
ない。
【００９５】
　"NEXT"キーは、"PRIOR"キーと同様の動作を有するが、リスト内の前の位置の代わりに
、リスト内の次の位置に行く点で相違する。
　"SHIFT"キーについては、既に数例において先に説明した。これは、以下で述べるよう
に、適応キー機能の他のものと組み合わせて使用することができる。加えて、シフト、ク
リアおよび再生キーの組み合わせを用いて、機械を再ブートすることができる。
【００９６】
　"IN"キーは、アクティブなクリップ、アウトテイク、またはイベント・リスト内で動作
する。このモードにある場合、所与のクリップ、アウトテイクまたはイベントに対して、
システムを更新し、現クリップにおけるように、以前にマークしていたフレームに移動さ
せる。マークしているフレームがない場合、GOTO処理を行わず、現クリップにはマークが
ないというメッセージを短期間だけユーザに表示する。このキーをSHIFTキーと組み合わ
せて用いた場合、クリップまたはイベントのいずれかにおいて、Mark INポイントを設定
する。アウトテイク・モードではマークを作成しない。
【００９７】
　"OUT"キーはINキーと同様に動作するが、クリップ内のいずれかのMark OUTに移動する
。このキーと組み合わせてSHIFTキーを用いた場合、Mark OUTポイントを形成する。
　最後に、２２４に示すトグル・スイッチは、ビューファインダの三状態値トグル・スイ
ッチ"Finder"を含む。"DISK"に設定した場合、モニタOUTもビューファインダに出力する
。"AUTO"における場合、スイッチ・テーブルを用いてビューファインダを制御する。即ち
、多種多様のスイッチ構成を備えてあり、他の編集動作を用いてこれらに入ると、当該ス
イッチ・テーブルがビューファインダを制御するようにしてある。"CAM"状態にあるとき
は、カメラはビューファインダを対象とする。
【００９８】
　制御パネル・スイッチ"Panel"は、図１５に開示するようなユーザ・インターフェース
を通じて、システムの局所的な制御を可能にする。OFFに設定すると、現設定値をセーブ
し、カメラのトリガを通じた場合を除いて、システムの制御を禁止する。遠隔を意味する
"REM"に設定すると、例えば、ETHERNET（登録商標）またはＲＳ２３２接続を介して、並
列な外部制御システムをイネーブルする。
【００９９】
　"LIGHT"スイッチは、外部光への電力をオンまたはオフにするか、あるいは記録モード
では自動的にオンまたはオフに切り換えることができる。
　最後に、"POWER"ボタンを２２０に備えている。これは、システムおよびカメラの電力
制御を行う。これは、AUTOモードに設定してあるときは、カメラの電源スイッチに従う。
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AUTOモードは、定型的な記録モードには有用である。"ON"に設定した場合、カメラの電源
スイッチの設定とは独立して、システムをONに設定する。これは、カメラの生中継がない
シーケンスの再生の際、カメラに電力を供給するのを避けるには有用である。"OFF"に設
定した場合、カメラの電源スイッチの設定とは独立して、システムをオフに設定する。
【０１００】
　以上で表示装置上の多数の専用ボタンの説明を終え、適応キーの動作および規則につい
ての説明をこれより行う。
　図１０に示すようなレコーダ・ページを表示すると、機能キーＦ１～Ｆ５が、上述の専
用キーと同一のモーション動作を与える。機能キーＦ６は、クリップ・データ管理ページ
に入る能力(ability)を与える。これは、現クリップに作用し、クリップを記録する前ま
たは後に呼び出して、データ・フィールドの設定または選択を行ったり、クリップのタイ
トルおよびテキストを入力したり、各クリップにメリット値(merit value)を設定するこ
とができる。したがって、各クリップは、それに対応するデータ・フィールドを有し、そ
の中に特徴データを入れておくことができる。
【０１０１】
　Ｆ９機能キーは、システムをホーム・ページとしてのシーケンサに設定する。Ｆ１０機
能キーをセットすると、システムの設定章のリストが表示され、これをPRIORおよびNEXT
キーを用いてスクロールすることができる。必要であれば、更に別の追加ページのメニュ
ー・ページも用意し、単なるテキスト・ナビゲーションを与えることができる。
【０１０２】
　Ｆ１１機能キーは、他のキーおよびモードに関する情報を提供する。このボタンを押す
と、"????"がHELPという単語の代わりに現われ、ユーザはキーを押すことにより、そのキ
ーについてのヘルプ情報をテキスト・メッセージとして得ることができる。
【０１０３】
　Ｆ１２機能キーは、アウトテイク・モードおよびプレイリストを呼び出す。アウトテイ
クの最大数がコマンド・ライン上に現れる。ここでは、Ｆ６キーは再現機能として動作す
る。キーストロークSHIFT F12（アウトテイク）は、レコーダ・ページをクリップ・モー
ドに保持する。現クリップをクリップ・リストから除去し、アウトテイク・プレイ・リス
トに移す。次に、クリップ表示数を１だけ減数し、アウトテイク・モードにコマンド・ラ
インを更新し、Ｆ６キーは上述のように再現キーとして動作する。これは、「属性」機能
と「カウンタ設定」機能とを置き換える。アウトテイク・プレイ・リストから現アウトテ
イクを取り出し、それをプレイ・リスト内のクリップの中に再現する。クリップ表示を、
再現したクリップに更新する。コマンドはクリップ・モードにリセットし、更新する。
【０１０４】
　次にシーケンサ・ページに移るが、図１１の機能キーＦ５、Ｆ６、Ｆ１１およびＦ１２
は、この場合も、先に論じたレコーダ・ページと実質的に同一である。
　Ｆ５キーは、GOTO機能としても作用することができ、例えば、コマンド・ライン上にキ
ャプションを表示するときに呼び出すことができる。その他の場合、Ｆ５キーはPLAY/PAU
SE動作を行い、通常の速度でクリップまたはイベント・モーションの開始および停止を行
う。
【０１０５】
　Ｆ６機能キーをセットすると、レコーダ・モードのときに既に論じた、属性動作を呼び
出す。例えば、記録後にクリップ・メリットを格付けするために、記録中にマーク・ロケ
ータ(mark locator)として用いることができる。
コマンド・ライン上で数値フィールドを変更したときはいつでも、Ｆ６機能キーはその機
能をSET COUNTER機能に変更する。これは、時間およびクリップ・モードにおいてのみ使
用可能であり、イベント・モードでは使用できない。呼び出したときに、クリップまたは
時間が存在する場合、このキーはGOTO機能を実行する。その他の場合、現フレームを解凍
(unfrozen)し、モニタ出力をカメラ入力に切り換える。タイマ・クリップ・カウンタに新
しい値を設定し、タイマ・クリップ表示を更新する。次のレコーダ・クリップに、これら
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のカウンタからの２倍のクリップ値を割り当てる。
【０１０６】
　イベント・モードでは、「属性」に代わる機能は「シーケンス」である。この機能は、
シーケンス・プレイ・リストの再生を開始するときに使用する。このモードでは、ディス
ク・ドライブの用意ができていない場合、それを用意させ、固定する(lock on)。次に、G
OTO処理を実行して、最初のイベントを現イベントとする。プログラム出力エンコーダを
オンに、およびオフであった場合にはブラックに設定する。プログラム出力エンコーダが
オンである場合、現在選択してあるビデオ源を維持する。イベント・モードにおける機能
については、以下で更に詳細に説明する。
【０１０７】
　最後に、シーケンス・モードにおけるＦ１０機能キーは、リストにアクセスするために
保存しておく。表示するリストの形式およびフォーマットは、選択したモードによって決
定する。例えば、ページ・モードでは、Ｆ１０機能キーはインデックスとして作用し、上
述のように、システム設定章のリストを表示する。時間モードでは、Ｆ１０機能キーはリ
スト機能を実行し、クリップ・ビンの一部を開いて提示し、１０個までのクリップのリス
トを表示することができる。このリストは、PRIORおよびNEXTキーを用いてスクロールす
ることができる。レコーダがクリップ・モードにあるときも、同じ動作が行われる。アウ
トテイク・モードでは、機能は同様であるが、提示するのはアウトテイク・ビンの一部で
ある。最後に、イベント・モードでは、動作は同様であるが、シーケンス・プレイ・リス
トの一部を開いて提示する。したがって、シーケンサ・ページからシーケンス・プレイ・
リスト内の一連のイベントを見るためには、単にＦ３のイベント、Ｆ１０のリストを押せ
ばよい。
【０１０８】
　ユーザ・インターフェースのキーについてこれまでに説明した定義から、スイッチング
を制御しクリップ・リストおよび他のシーケンスのためのリスト・データ構造を維持する
ことによって、カメラ上で多数のトランザクションを提供することができる。これらのト
ランザクションについて、これより詳細に説明する。１組のトランザクションについて一
例として検討するが、それに限定する訳ではない。
【０１０９】
　暫定事項として、シーケンスおよびクリップの編集について論ずる前に、マークアウト
・フレーム(markout frame)の意味について論じておく。従来のタイム・コードに基づく
編集システムでは、マークアウト・フレームは、編集決定リスト・イベントの中では、除
外されるものとして見なしていた。イン・フレーム(in frame)は、シーケンス内のいずれ
かのイベントの一部として再生するが、アウト・フレーム(out frame)は再生しない。し
たがって、従来のタイム・コードに基づく編集システムは、編集決定リストのオンライン
・アセンブリ(online assembly)には、出力フレーム(outgoing frame)を含まない。した
がって、マークアウト・フレームは、所望のイベント期間の後の最初のフレームとして扱
う。出力フレームを除外した、視覚に基づく編集システムを用いる際に編集者が知ってお
くべき曖昧さは、表示されるアウトポイント静止フレームは、アセンブリ・シーケンスの
一部ではないということである。このようなシステムにおいてマーク・アウト・フレーム
として設定すべきものは、クリップまたはイベントに対する所望の最後のフレームに続く
フレームである。多くの型通りの編集判断にとっては、この視覚上の曖昧さは重要ではな
いが、アウトフレームの選択はもはや純粋に直感的ではない。編集者は、彼らがイベント
に含ませたい最後のフレームを、直感的に選択する傾向がある。これは、フィルムを切断
する経験および物理的な作業の延長として、非常に自然である。ビデオ編集システムは、
設計によって、様々な形を取る。自然の経験に対応するために、本システムにおけるアウ
トフレームは、クリップの作成または再生がイベントであるときは、一貫して内包的(inc
lusive)となるように動作させることにした。内包的アウトフレーム技法は、イベントの
境界間における真の視覚的関係を明確に表現し、更にトリム処理を簡略化する。
【０１１０】
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　最初に、シーケンス・プレイ・リストに関するいくつかの編集規則について説明する。
機能キーＦ７は、クリップ、アウトテイクおよびイベント・モードでは、削除機能のため
に用いる。クリップおよびアウトテイク・モードでは、削除キーの押圧時に、機能キーＦ
６に隣接して警告キャプションを表示する。Ｆ６キーを押すことによって、クリップ・ビ
ンからクリップを、またはアウトテイク・ビンからアウトテイクを削除する。表示を１だ
け減数し、コマンド・ラインに沿った時間およびクリップ表示を更新する。Ｆ６属性キャ
プションを再現する。アウトテイク・ビンからのクリップの削除は、それを完全に削除し
、別のクリップを記憶するためにそのディスク空間を解放する。
【０１１１】
　イベント・モードから削除キーを呼び出した場合、時間およびクリップ表示を更新し、
Ｆ６機能キーに隣接して警告メッセージを表示する。次に、Ｆ６機能キーを押すと、プレ
イ・リストからイベント・データが削除され、はめ込まれているいずれかのヌル(null)ま
たはブラック・イベントに到達するまで、連続する後続のイベント全てをリスト内で漸進
させる(ripple up)。イベント表示位置は増大しないが、イベント表示を更新する。
【０１１２】
　Ｆ８コマンドによって呼び出すようにしたINSERTコマンドは、クリップ・モードまたは
イベント・モードのいずれかから呼び出すことができる。これは、クリップ・モードで呼
び出した場合、クリップをイベント位置に挿入する。イベント・モードで呼び出した場合
、現クリップを現イベントに結び付ける。通常は、以前のイベント・データを交換しない
。以前のイベント・データは全て、通常次のイベントに進ませ、連続する後続のイベント
も全て、シーケンス・プレイ・リスト全体にわたって漸進(ripple)する。次に、イベント
・カウンタを１だけ増分し、イベント表示を更新し、コマンド・ラインをクリップ・モー
ドに戻す。
【０１１３】
　説明する最初のトランザクションは、レコーダ・モードにおけるディスクの装着である
。図１２は、ディスク・ドライブ・パックをイジェクトしたときの表示を示す。カウンタ
および位置表示はなくなり、Ｆ１機能キーの隣には、「イジェクトしました」というメッ
セージがあることに気がつくであろう。ディスク・ドライブ・パックを装填すると、Ｆ１
機能キーに隣接して、READYコマンドが使用可能となり、これを呼び出すと、ディスク・
ドライブを回転させることができる。この状態において、Ｆ１機能キーに隣接するメッセ
ージは、「準備完了－－」となる。READYキーを押すと、現在の時間およびクリップ記録
カウンタが更新する。この状態において、"READY"指示を「オン」に設定し、ディスク・
ドライブは通常速度となる。最後のクリップの静止フレームをモニタ出力に出力し、オー
バーレイがその位置を示す。時間クリップ表示も更新する。この状態において、表示は図
１３に示すように現われる。図示の時間およびクリップ表示は単なる一例に過ぎない。ど
の時点でも、ディスク・ドライブの速度が低下し、レコーダがNOT READY状態の戻ること
がある。これは図１３と同様であり、機能キーＦ１に隣接して「準備完了－－」というメ
ッセージがある。この状態では、記録カウンタ値を維持するようにし、ディスク・ドライ
ブも装填したままである。モニタ出力への静止フレーム表示出力はブラックである。ディ
スク・ドライブをイジェクトすると、記録カウンタ値はゼロになる。
【０１１４】
　次に、図１４および図１５との関連において、シーケンサ・ページから見た場合の同様
のトランザクションについて説明する。図１４は、ドライブ・パックをイジェクトしたと
きのシーケンサ・ページを示す。通常、シーケンサはクリップ・モードで示すが、表示は
削除してある。ディクス・ドライブ・パックを物理的に装填すると、コマンド・ライン・
メッセージが「イジェクトしました」から「準備未了」に変化する。ここで、READYキー
を呼び出して、ディスク・ドライブを回転させればよい。この場合、ユーザは専用のレデ
ィ・キーを用いる。ディスク・ドライブ・パックを装填し、ディスク・ドライブが回転し
ていると、最後のクリップの静止フレームがモニタ出力に現れる。Ｆ３機能キーに隣接し
て示すように、イベント・カウンタを最後のイベントに設定する。同様に、時間およびク
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リップ記録カウンタも更新し、表示する。この時点で、他のあらゆる機能またはトランザ
クションが実行可能となり、その後、システムを遮断することも可能である。READYキー
を二度目に押すと、ディスク・ドライブの回転速度が低下する。しかしながら、カウンタ
および表示値は維持し、モニタにおける静止フレーム表示を空白にする。図２に示したも
のからコマンド・ラインを変更し、システムが「準備未了」であることを示す。ディスク
・ドライブ・パックをイジェクトすると、システムは停止する(zero out)。
【０１１５】
　一旦図１３または図１５に示すようにシーケンサ・ページまたはレコーダ・ページにお
いて準備完了状態に達したなら、ユーザは他のトランザクションも実行することができる
。
【０１１６】
　ナビゲーションおよび動作モードを選択するためのトランザクションについて、これよ
り説明する。図１６は、時間処理モードにおけるシーケンサ・ページを示す。現在の位置
は、最後に記録したクリップの最後のフレームである。INSERTおよびDELETE機能は削除し
てある。機能キーＦ８は、レコーダ・ページに戻すために割り当ててある。
【０１１７】
　Ｆ４機能キーを押すことによって、シーケンサをページ・アクセス・モードに切り換え
る。このモードでは、INSERTおよびDELETE機能は削除したままであるが、Ｆ８機能キーを
使用することにより、レコーダは未だ使用可能である。次に、Ｆ１０機能を「インデック
ス」に変更する。Ｆ２機能キーに隣接する時間表示を、ページ表示、例えば、図１７に示
す「１」に変更する。
【０１１８】
　Ｆ２機能キーを押すと、シーケンサがクリップ処理モードに切り換わる。これは、シー
ケンサのデフォルト・モードである。図１８に示すように、トラック表示は、Ｆ９機能キ
ー・コマンドの上側にクリップの記録したトラックを示し、Ｆ９機能キー・コマンドの下
側にイベントのトラックを示す。専用のCLEARキーを押すことによって、システムをこの
デフォルトのクリップ・モードにリセットする。
【０１１９】
　Ｆ３機能キーを押すと、図１９に示すように、シーケンサをイベント・モードに移行さ
せる。イベント・モードは、トランザクションのキー・ストロークによってアクティブに
保持し、１０秒のタイム・アウトの後、クリップ・モードに戻る。イベント・モードでは
、Ｆ６機能キーは「シーケンス」に割り当ててあり、シーケンス・プレイ・リストを再生
することができる。
【０１２０】
　Ｆ９機能キーは、時間、ページ、クリップまたはイベント・モードのいずれかにおいて
押した場合、図２０に示すように、シーケンサをクリップ・モードのトラック・マネージ
ャに設定する。このトラック制御は、イベント・モードにも使用可能である。クリップ・
モードでは、Ｆ７～Ｆ１２機能キーに隣接して示すように、オン状態にあるあらゆるトラ
ックが記録可能である。表示の右半分における左側の番号は、記録すべきトラックを示す
。機能キーＦ８上のPATCHキーは、オーディオ・チャネルの再構成を可能にする。
【０１２１】
　トラック・マネージャでは、Ｆ６機能キーは、動作のために再生トラックを設定する。
所望の再生クリップを現在表示しているとする。いずれか１本のトラックを再生のために
選択すると、それを記録から閉め出す。元の再生クリップ情報は、置き換えない。新しい
クリップは、記録カウンタ値を用いて作成する。記録カウンタ値は再生クリップからマー
クおよびタイミングを引き継ぐ。これによって、後にこれらを容易に同期させることが可
能となる。Ｆ１０キーに隣接して示すトラック２のような、あるトラックを再生のために
選択すると、ステータスは「再生」を示す。
【０１２２】
　図２１に、イベント・モードのトラック・マネージャに設定したシーケンサを示す。イ
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ベント・モードでは、トラック制御が再生トラックを設定する。イベント・モードのトラ
ック・マネージャは、各イベントにおける、マイクロフォンのオンへのスイッチング、２
つのクリップのトラック・オン、およびビデオ源に対する左右のチャネル割り当て出力を
制御する。Ｆ５およびＦ６機能キーに隣接して示すクリップ・セレクタは、第１または第
２のクリップ（ビデオ源１または２）に、候補としても新しいクリップを割り当てる。ト
ラックは、オンまたはオフに切り換えることができる。コンフリクトは閉め出すようにす
る。標準的な挿入イベントでは、クリップ・セレクタを無視してもよい。これは、候補の
新クリップをデフォルトで第１とし、いずれかの以前の第１のクリップを次のイベントに
漸進させることにより、標準的な挿入を行う。機能キーＦ９、「トラック」を選択し、第
１のクリップのために機能キーＦ５を押すと、新しいクリップがイベントに挿入される。
古いクリップは漸進しない。したがって、機能キーＦ９およびＦ５は、Ｆ８上に交換動作
を設定する。
【０１２３】
　次に、クリップの発見および再生プロセスについて説明する。シーケンサ・ページでは
、クリップ・キーを押すと、図１８のような表示となる。コマンド・ラインは自動的に現
クリップおよびフィールドを表示する。トラック表示は、使用可能なトラックを示す。数
値入力はフィールドの右から入っていく。したがって、ユーザが、例えば、２および５と
いう文字を入力すると、コマンド・ラインは以前のクリップ・データをクリアし、機能キ
ーＦ５およびＦ６がそれらのキャプションおよび機能を、数値入力制御、即ち、図２２に
示すような、GOTOおよびSET COUNTER機能に変更する。次いで、GOTO機能キー（機能キー
Ｆ５）を押す。GOTOを呼び出すと、コマンド・ライン表示を新しいクリップ・データで更
新する。新しいクリップ・エントリの最初のフレームを読み出し、モニタ出力上に表示す
る。時間およびクリップ表示も更新する。機能キーＦ５およびＦ６をそれら本来の機能に
戻す。ディスクがライン上で使用可能な場合、GOTO処理を削除する。表示のGOTO機能の実
行後は、図２３に示すようになる。この時点でNEXTキーを押すと、コマンド・ラインのク
リップが１だけ進む。コマンド・ライン・フィールドは１だけ増分し、クリップ・モード
におけるGOTO処理を実行する。表示、コマンド・ライン、およびキー・キャプションは、
図２４に示すように更新する。クリップを与え、Ｆ５機能キーを押すと、「再生」機能を
呼び出すことになり、通常の再生モーションが開始する。再生を発見すると、アウトテイ
クが同様に動作する。このプロセスは、通常、OUTTAKEキーの押圧、所望のアウトテイク
・クリップの数値指示の入力、GOTOキーの押圧、およびPLAYキーの押圧という、４ステッ
プを含む。アウトテイク・モードおよびクリップ・モード間の相違については、既に述べ
た。概略的に言えば、アウトテイク・モードでは、機能キーＦ６に対して、「カウンタ設
定」機能の代わりに、再現機能を用いる。加えて、コマンド・ラインは、クリップではな
く、アウトテイクを意味する。
【０１２４】
　イベントの発見および再生は、アウトテイクまたはクリップの発見および再生と同様で
ある。まず、ユーザはイベント・キーを押し、イベント表示を提示する。次に、所望のイ
ベント番号をコマンド・ラインに入力する。Ｆ５キーを押すことによって、GOTO機能を実
行し、当該イベントにジャンプする。PLAYキーを押して、このイベントの再生を開始する
。このイベントの表示を図２５に示す。コマンド・ラインは、本例では、イベント５がク
リップ３０に対応することを示す。例えば、新しい番号を所望のイベントとして入力した
場合、コマンド・ラインが変化してこの所望のイベントを示し、次に、GOTO選択肢を機能
キーＦ５のところに提示する。Ｆ５キーを押すと、直接所望のイベントに進む。時間およ
びクリップ表示は、図２６に示すように更新し、GOTOキーは再生／停止選択肢にリセット
する。コマンド・ラインは、現イベントを示す。PLAYキーを押すと、シーケンス・プレイ
・リスト内のイベントの再生が開始する。イベント・リストは、カメラ源のような、期間
自由のイベントを含む場合もあるので、これらを入力源としてまたは静止フレームとして
提示する。このモードにおいてPLAYキーを押すと、次のイベントに進み、オンラインにあ
るプレイ・リストはプログラム出力に移る。
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【０１２５】
　クリップのイベントへの挿入は、イベントの発見および再生と同様であるが、PLAYを押
して再生する代わりに、EVENTキー（機能キーＦ３）を押し、イベント表示を提示する。
この時点において、INSERTキー（機能キーＦ８）を押すと、選択したクリップをイベント
内に挿入することになる。EVENTキーの押圧は、挿入すべきクリップを発見した後に、ユ
ーザがPLAYキーを押した後にも、行うことができる。クリップの選択後にクリップ・モー
ドからイベント・モードに切り換えた場合、表示は図２７のように現れる。この時点にお
いて、INSERTキーを押すと、イベント処理への挿入を意味する。即ち、最後の空イベント
、この例ではイベント５を選択クリップに設定する。この時点で、コマンド・ラインはク
リップ・モードに戻り、イベント表示を１だけ増分し、図２８に示すように更新する。
【０１２６】
　次に、挿入前のトラック選択について説明する。図２７に示すように、一旦イベント・
モードになったなら、予め設定してある所望のトラックへの挿入の前に、任意のトランザ
クションを呼び出すことができる。この場合、トラックに対応する機能キーＦ９を押す。
図２９に示すように、マイクロフォンおよびトラック位置を表示する。この場合、機能キ
ーＦ８が、マスタ・マイクロフォンをOFF、SET、およびONの間で切り換える。Ｆ９～Ｆ１
２機能キーを用いて、マイクロフォン１～４を、左、右、双方またはオフに切り換える。
一旦Ｆ７～Ｆ９キーを用いてトラックの選択を行ったなら、Ｆ１キーを押すことによって
、最終トラックの割り当てを受け入れ、イベント・モードに戻る。この時点で挿入キーを
押すと、クリップをイベントに挿入することができる。
【０１２７】
　自動的にクリップをイベントに連続挿入することも可能である。これは、素早くシーケ
ンスを構築するための速攻法(shorthand method)である。なぜなら、クリップは前もって
マーク付けしたりトリムする必要はなく、イベントはシーケンス・プレイリストを構築し
た後にトリムすればよいからである。加えて、トラックの設定は、シーケンス・プレイリ
ストを構築した後でもよい。クリップの発見との関連において先に説明したように、クリ
ップ・モードで開始した場合、GOTO機能を実行する必要はない。代わりに、INSERTキーを
単に押せばよい。イベント表示は単に更新され、１だけ増分する。コマンド・ラインはク
リップ・モードのままである。従って、ユーザは番号を入力し、INSERTキーを打ち、続い
て別の番号を入力し、次いでINSERTキーを押す等というように行うことができる。こうし
て、シーケンスを素早く構築することができる。
【０１２８】
　イベントの削除は、イベントの発見および再生と同様である。しかしながら、PLAYキー
を押す代わりに、DELETEキーを押す。DELETEキーを押した後、表示は図３０に示したもの
に更新し、機能キーＦ６に隣接して、「確かですか」というメッセージを与える。機能キ
ーＦ６を押すことによって、削除が完了する。削除を実行した後、イベント表示を更新し
、後続のイベントがあれば、これを漸進させ、リストを埋める。次に、システムはクリッ
プ・モードに戻る。
【０１２９】
　次に、トランザクションまたはイベントの発見およびトリミングについて説明する。通
常、イベント・キー、数値キー、およびGOTOキーの押圧を含む同一ステップに従って、イ
ベントを識別するよう。この段階において、ユーザはINキーを押したまま保持することが
できる。次に、フレーム・トリム・キーをある回数だけ押して、必要に応じてマーク・イ
ン・ポイントを移動させる。ユーザは表示領域を注視し、表示の上部中央付近にある２つ
のシンボル指示によって与えるようにした、フレーム・ステータスを監視することができ
る。同様にフレーム・キーを押す毎にOUTキーを押し下げたまま保持すると、マーク・ア
ウト・イベントが移動する。
【０１３０】
　次に、シーケンス・プレイ・リストのプログラム出力への再生について説明する。EVEN
Tキーを押してイベント表示を提示させ、イベント・モードに入る。任意に、その時点で
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所望のイベント番号を押してもよい。この時点では、GOTOキーを押す代わりに、ユーザは
、機能「シーケンス」に対応する機能キーＦ６を押してもよい。コマンド・ラインは、「
シーケンス＝イベント３」と表示する。システムは自動的にイベント３を予めロードし、
プログラム出力エンコーダをONに設定する。カメラのトリガまたは再生キーのいずれかを
押すことにより、上述の媒体データ・コントローラに応じたシーケンス・プレイリストの
再生が始まり、その一方でイベントを再生し、他のイベントをメモリに予めロードしてお
く。
【０１３１】
　次に、第２のオーディオ・トラックのような既存のイベントに第２のクリップまたはト
ラックを追加するトランザクションについて説明する。これは、クリップ・リストから所
望の新しいクリップを探し出し、一連のコマンドCLIP、NUMBER、GOTOおよびEVENTキーに
よってイベント・モードに入る場合と同様である。一旦イベント・モードに入れば、"前"
キーを選択して、以前の既存イベントを識別することができる。この時点において、コマ
ンド・ラインを更新し、現イベントおよび現在選択中のクリップを表示する。イベント・
ウインドウは、現在選択中のイベント、およびその中に記憶してあるイベントを示す。こ
の時点でTRACKSキーを押すと、トラック・マネージャの表示を開くことになる。Ｆ５およ
びＦ６機能キーに隣接するトラック・マネージャ表示は、最初のクリップ、新しいクリッ
プ、および第２のクリップにおいて用いているトラックの指示を示す。Ｆ６キーを押すこ
とによって、第２のビデオ源の候補クリップとして第２のクリップを選択する。このクリ
ップは最初のクリップと入れ替わるのではない。また、挿入によるイベントの漸進もない
。次に、コマンド・ラインを更新して双方の候補クリップおよびトラックの表示を示し、
図３１に示すように、第２のクリップのためのトラックを示す。次に、上述のように、第
２のクリップのための所望の再生トラックを設定する。コンフリクトは閉め出すようにす
る。したがって、本例では、新しいクリップはオーディオ・トラック１および２に対して
のみ選択することができる。一旦所望の再生トラックを選択したなら、機能キーＦ１を押
して予め設定してあるクリップの割り当ておよびトラックの割り当てを受け入れ、トラッ
ク・マネージャ表示を閉じる。イベントの挿入は行わない。すると、図３２に示すように
、イベント・ウインドウが再度現れる。機能キーＦ８PEPLACEを押すことにより、組み合
わせたイベントをイベント表示に挿入する。イベント・ウインドウは増分せず、イベント
表示およびコマンド・ラインを更新する。このイベントに選択した時間は、最も短いクリ
ップの持続時間である。
【０１３２】
　最後に例示するトランザクションは、順方向に再生しシーケンス内の次のトランザクシ
ョンにマークを付けることである。第２のクリップをイベントに挿入した後、Ｆ３機能キ
ーを押すと、イベント・モードに戻る。GOTOキーを押して、１対のクリップを予め設定す
る。これで所望のマーク・アウト・ポイントまでの再生またはスキャンが可能となる。例
えば、フレーム・キーを用いてマーク・アウト・フレームを発見することができる。マー
ク・アウト・フレームを選択した後、Ｆ９機能キーを押すことによって、トラック・マネ
ージャを開くことができる。トラック・マネージャを開く場合、それを第１のクリップ・
トラックに予め設定しておく。SHIFT F6機能キーを押して、第２のクリップのトラックに
切り換える。Ｆ４機能キーを押してマークを一致させ、イベントを完了する。「マーク一
致」処理は、クリップ双方のアウト・マーク(out mark)を一致させ、次いでこれらクリッ
プのイン・マークを一致させ、そして古いマーク・アウトを全て除去する。次に、イベン
ト表示を１だけ増分する。この後、システムはクリップ・モードに戻り、トランザクショ
ンは完了する。
【０１３３】
　これまでに述べたトランザクションは、本ノンリニア記録方法および技術が提供可能な
多数の機能の単なる例示に過ぎないことは理解されよう。これらの機能は、マウスやその
他のグラフィカル・ユーザ・インターフェースを用いずに、記録現場における高速の現場
編集のための簡素なインターフェースを提供するように設計したものである。ビデオ制作
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者は、編集スタジオに送信する必要なく、いつでも編集機能を駆使することができる。こ
れは、ビデオ制作における映像化および編集ステップ間に双方向処理をもたらすものであ
る。
【０１３４】
　このような装置には、他の機能も備えることができる。例えば、属性を与える能力があ
るとすれば、これら属性の検索、これら属性フィールドの検索によって、種々のクリップ
を素早く識別する簡単な方法を得ることができる。例えば、属性が、１ないし１０の倍率
のクリップの格子値(grating value)のような数値である場合、所与のスレシホルドより
高い値を有するクリップを読み出して選択および編集の目的に宛てることができる。
【０１３５】
　以上、本発明の実施例をいくつか説明してきたが、これまでに述べたことは単なる例示
であって、限定するものではなく、一例として提示したに過ぎないことは、当業者には明
白であろう。多数の変更やその他の実施例も当業者の範囲内のことであり、添付の請求の
範囲に定める本発明の範囲に入るものと見なすこととする。
【図面の簡単な説明】
【０１３６】
【図１】図１は、本発明による、ビデオ・カメラに装着したデジタル動画レコーダの左側
面図である。
【図２】図２は、図１のデジタル動画レコーダの右側面図である。
【図３】図３は、カメラ信号およびオーディオ信号を処理して、コンピュータ読み取り可
能および書き込み可能ランダム・アクセス記憶媒体上に記憶するための媒体ファイルを作
成する電子回路のブロック図である。
【図４】図４は、スイッチング経路を示す、図３のブロック図を更に詳細に表わしたブロ
ック図である。
【図５】図５は、図４に示す回路を更に詳細に表わしたブロック図である。
【図６】図６は、オーディオ信号経路を示す。
【図７】図７は、オーディオおよびビデオ経路の同期回路を示す。
【図８】図８は、図１に示したようなカメラの側面上にあるユーザ・インターフェースの
図である。
【図９】図９は、図８のユーザ・インターフェースにおいて、当該表示インターフェース
にあるボタンを覆うカバーを示す。
【図１０】図１０ないし図３２は、対応する機能キーの指示を有する、図８の表示領域内
に表示するための表示内容であり、記録装置の異なる動作モードにおいて使用可能な機能
を示す。
【図１１】図１０ないし図３２は、対応する機能キーの指示を有する、図８の表示領域内
に表示するための表示内容であり、記録装置の異なる動作モードにおいて使用可能な機能
を示す。
【図１２】図１０ないし図３２は、対応する機能キーの指示を有する、図８の表示領域内
に表示するための表示内容であり、記録装置の異なる動作モードにおいて使用可能な機能
を示す。
【図１３】図１０ないし図３２は、対応する機能キーの指示を有する、図８の表示領域内
に表示するための表示内容であり、記録装置の異なる動作モードにおいて使用可能な機能
を示す。
【図１４】図１０ないし図３２は、対応する機能キーの指示を有する、図８の表示領域内
に表示するための表示内容であり、記録装置の異なる動作モードにおいて使用可能な機能
を示す。
【図１５】図１０ないし図３２は、対応する機能キーの指示を有する、図８の表示領域内
に表示するための表示内容であり、記録装置の異なる動作モードにおいて使用可能な機能
を示す。
【図１６】図１０ないし図３２は、対応する機能キーの指示を有する、図８の表示領域内
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に表示するための表示内容であり、記録装置の異なる動作モードにおいて使用可能な機能
を示す。
【図１７】図１０ないし図３２は、対応する機能キーの指示を有する、図８の表示領域内
に表示するための表示内容であり、記録装置の異なる動作モードにおいて使用可能な機能
を示す。
【図１８】図１０ないし図３２は、対応する機能キーの指示を有する、図８の表示領域内
に表示するための表示内容であり、記録装置の異なる動作モードにおいて使用可能な機能
を示す。
【図１９】図１０ないし図３２は、対応する機能キーの指示を有する、図８の表示領域内
に表示するための表示内容であり、記録装置の異なる動作モードにおいて使用可能な機能
を示す。
【図２０】図１０ないし図３２は、対応する機能キーの指示を有する、図８の表示領域内
に表示するための表示内容であり、記録装置の異なる動作モードにおいて使用可能な機能
を示す。
【図２１】図１０ないし図３２は、対応する機能キーの指示を有する、図８の表示領域内
に表示するための表示内容であり、記録装置の異なる動作モードにおいて使用可能な機能
を示す。
【図２２】図１０ないし図３２は、対応する機能キーの指示を有する、図８の表示領域内
に表示するための表示内容であり、記録装置の異なる動作モードにおいて使用可能な機能
を示す。
【図２３】図１０ないし図３２は、対応する機能キーの指示を有する、図８の表示領域内
に表示するための表示内容であり、記録装置の異なる動作モードにおいて使用可能な機能
を示す。
【図２４】図１０ないし図３２は、対応する機能キーの指示を有する、図８の表示領域内
に表示するための表示内容であり、記録装置の異なる動作モードにおいて使用可能な機能
を示す。
【図２５】図１０ないし図３２は、対応する機能キーの指示を有する、図８の表示領域内
に表示するための表示内容であり、記録装置の異なる動作モードにおいて使用可能な機能
を示す。
【図２６】図１０ないし図３２は、対応する機能キーの指示を有する、図８の表示領域内
に表示するための表示内容であり、記録装置の異なる動作モードにおいて使用可能な機能
を示す。
【図２７】図１０ないし図３２は、対応する機能キーの指示を有する、図８の表示領域内
に表示するための表示内容であり、記録装置の異なる動作モードにおいて使用可能な機能
を示す。
【図２８】図１０ないし図３２は、対応する機能キーの指示を有する、図８の表示領域内
に表示するための表示内容であり、記録装置の異なる動作モードにおいて使用可能な機能
を示す。
【図２９】図１０ないし図３２は、対応する機能キーの指示を有する、図８の表示領域内
に表示するための表示内容であり、記録装置の異なる動作モードにおいて使用可能な機能
を示す。
【図３０】図１０ないし図３２は、対応する機能キーの指示を有する、図８の表示領域内
に表示するための表示内容であり、記録装置の異なる動作モードにおいて使用可能な機能
を示す。
【図３１】図１０ないし図３２は、対応する機能キーの指示を有する、図８の表示領域内
に表示するための表示内容であり、記録装置の異なる動作モードにおいて使用可能な機能
を示す。
【図３２】図１０ないし図３２は、対応する機能キーの指示を有する、図８の表示領域内
に表示するための表示内容であり、記録装置の異なる動作モードにおいて使用可能な機能
を示す。
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