
JP 4332365 B2 2009.9.16

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　撮像装置が生成した映像信号に関連するメタデータを表示するメタデータ表示システム
であって：
　前記メタデータとして，メタデータ入力用端末装置から撮影開始前に予め取得した，少
なくともシーン情報を含むメタデータを記憶するとともに，前記撮像装置，レンズ装置及
び／又はドーリ装置から撮影開始後に順次送信されてくるメタデータを記憶するバッファ
メモリと；
　前記メタデータの利用目的ごとに，前記バッファメモリに記憶されているメタデータの
中から必要なメタデータを抽出して，２以上のメタデータグループにグループ化するメタ
データパッキング部と；
を備え，
　前記グループ化されたメタデータの少なくとも一部を抽出して，前記映像信号に合成し
，
　前記メタデータが合成された前記映像信号を，表示装置に表示し，
　前記メタデータグループは，
　映像素材を識別する目的でグループ化された，前記撮像装置が撮影するシーンに関連す
る情報を含むシーン情報グループと，
　映像素材の画質を把握する目的でグループ化された，前記撮像装置の設定情報を含むカ
メラ設定グループと，
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　映像素材内の被写体の動き又は距離を把握する目的でグループ化された，前記撮像装置
が備えるレンズ装置又はドーリ装置の設定情報を含むレンズ設定グループ又はドーリ設定
グループと，
を含むことを特徴とする，メタデータ表示システム。
【請求項２】
　前記メタデータパッキング部は，前記各メタデータグループをＫＬＶ（Ｋｅｙ　Ｌｅｎ
ｇｔｈ　Ｖａｌｕｅ）符号化してパッキングすることを特徴とする，請求項１に記載のメ
タデータ表示システム。
【請求項３】
　前記表示装置は，前記撮像装置に設けられることを特徴とする，請求項１に記載のメタ
データ表示システム。
【請求項４】
　前記グループ化されたメタデータを，前記映像信号にフレーム単位で付加し，当該映像
信号から前記グループ化されたメタデータの少なくとも一部を抽出して，前記映像信号に
合成することを特徴とする，請求項１に記載のメタデータ表示システム。
【請求項５】
　前記メタデータ表示システムは，
　前記グループ化されたメタデータが付加された前記映像信号を，記憶媒体に対して記録
・再生する映像信号記録再生装置を備えており，
　前記映像信号記録再生装置によって再生された前記映像信号から，前記グループ化され
たメタデータの少なくとも一部を抽出して，前記再生された映像信号に合成することを特
徴とする，請求項４に記載のメタデータ表示システム。
【請求項６】
　撮像装置が生成した映像信号に関連するメタデータとして，メタデータ入力用端末装置
から撮影開始前に予め取得した，少なくともシーン情報を含むメタデータを記憶するとと
もに，前記撮像装置，レンズ装置及び／又はドーリ装置から撮影開始後に順次送信されて
くるメタデータを記憶するバッファメモリと；
　前記メタデータの利用目的ごとに，前記バッファメモリに記憶されているメタデータの
中から必要なメタデータを抽出して，２以上のメタデータグループにグループ化するメタ
データパッキング部と；
　前記グループ化されたメタデータがフレーム単位で付加された前記映像信号を，記憶媒
体に対して記録・再生する記録再生部と；
　前記グループ化されたメタデータがフレーム単位で付加された前記映像信号から，前記
グループ化されたメタデータの少なくとも一部を抽出して，前記映像信号に合成するメタ
データ合成装置と；
を備え，
　前記メタデータグループは，
　映像素材を識別する目的でグループ化された，前記撮像装置が撮影するシーンに関連す
る情報を含むシーン情報グループと，
　映像素材の画質を把握する目的でグループ化された，前記撮像装置の設定情報を含むカ
メラ設定グループと，
　映像素材内の被写体の動き又は距離を把握する目的でグループ化された，前記撮像装置
が備えるレンズ装置又はドーリ装置の設定情報を含むレンズ設定グループ又はドーリ設定
グループと，
を含むことを特徴とする，映像信号記録再生装置。
【請求項７】
　前記メタデータ合成装置は，
　前記記録再生部によって前記記憶媒体から再生された前記映像信号から，前記グループ
化されたメタデータの少なくとも一部を抽出して，前記再生された映像信号に合成するこ
とを特徴とする，請求項６に記載の映像信号記録再生装置。
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【請求項８】
　被写体を撮像して映像信号を生成する撮像部と，前記映像信号を表示する表示部と，を
備えた撮像装置であって；
　前記撮像装置が生成した映像信号に関連するメタデータとして，メタデータ入力用端末
装置から撮影開始前に予め取得した，少なくともシーン情報を含むメタデータを記憶する
とともに，前記撮像装置，レンズ装置及び／又はドーリ装置から撮影開始後に順次送信さ
れてくるメタデータを記憶するバッファメモリと；
　前記メタデータの利用目的ごとに，前記バッファメモリに記憶されているメタデータの
中から必要なメタデータを抽出して，２以上のメタデータグループにグループ化するメタ
データパッキング部と；
を備え，
　前記グループ化されたメタデータがフレーム単位で付加された前記映像信号から，前記
グループ化されたメタデータの少なくとも一部を抽出して，前記映像信号に合成するメタ
データ合成装置，と接続されており，
　前記メタデータ合成装置から，前記メタデータが合成された前記映像信号を受信して，
前記表示部に表示し，
　前記メタデータグループは，
　映像素材を識別する目的でグループ化された，前記撮像装置が撮影するシーンに関連す
る情報を含むシーン情報グループと，
　映像素材の画質を把握する目的でグループ化された，前記撮像装置の設定情報を含むカ
メラ設定グループと，
　映像素材内の被写体の動き又は距離を把握する目的でグループ化された，前記撮像装置
が備えるレンズ装置又はドーリ装置の設定情報を含むレンズ設定グループ又はドーリ設定
グループと，
を含むことを特徴とする，撮像装置。
【請求項９】
　撮像装置が生成した映像信号に関連するメタデータを表示するメタデータ表示方法であ
って：
　前記メタデータとして，メタデータ入力用端末装置から撮影開始前に予め取得した，少
なくともシーン情報を含むメタデータを記憶するとともに，前記撮像装置，レンズ装置及
び／又はドーリ装置から撮影開始後に順次送信されてくるメタデータをバッファメモリに
記憶し，
　前記メタデータの利用目的ごとに，前記バッファメモリに記憶されているメタデータの
中から必要なメタデータを抽出して，２以上のメタデータグループにグループ化し，
　前記グループ化されたメタデータの少なくとも一部を抽出して，前記映像信号に合成し
，
　前記メタデータが合成された前記映像信号を，表示装置に表示し，
　前記メタデータグループは，
　映像素材を識別する目的でグループ化された，前記撮像装置が撮影するシーンに関連す
る情報を含むシーン情報グループと，
　映像素材の画質を把握する目的でグループ化された，前記撮像装置の設定情報を含むカ
メラ設定グループと，
　映像素材内の被写体の動き又は距離を把握する目的でグループ化された，前記撮像装置
が備えるレンズ装置又はドーリ装置の設定情報を含むレンズ設定グループ又はドーリ設定
グループと，
を含むことを特徴とする，メタデータ表示方法。
【請求項１０】
　前記各メタデータグループは，ＫＬＶ（Ｋｅｙ　Ｌｅｎｇｔｈ　Ｖａｌｕｅ）符号化し
てパッキングされることを特徴とする，請求項９に記載のメタデータ表示方法。
【請求項１１】
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　前記表示装置は，前記撮像装置に設けられることを特徴とする，請求項９に記載のメタ
データ表示方法。
【請求項１２】
　前記グループ化されたメタデータを，前記映像信号にフレーム単位で付加し，当該映像
信号から前記グループ化されたメタデータの少なくとも一部を抽出して，前記映像信号に
合成することを特徴とする，請求項９に記載のメタデータ表示方法。
【請求項１３】
　前記グループ化されたメタデータが付加された前記映像信号を記録した記憶媒体から前
記映像信号を再生し，前記再生された映像信号から，前記グループ化されたメタデータの
少なくとも一部を抽出して，前記再生された映像信号に合成することを特徴とする，請求
項１２に記載のメタデータ表示方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
　本発明は，撮影した映像信号に関連するメタデータを表示するメタデータ表示システム
，映像信号記録再生装置，撮像装置，メタデータ表示方法に関する。
【０００２】
【従来の技術】
近年，映画，ＴＶ番組などの映像作品の制作分野では，撮影した映像素材に関するメタデ
ータの有効活用が進められている。この映像素材に関するメタデータとしては，例えば，
撮影した映像素材のシーン番号，テイク番号，タイムコードなどの映像素材の属性を表す
シーン情報メタデータがある。このシーン情報メタデータは，例えば，撮影現場などにお
いて，カメラマンやディレクタ等が，撮影中あるいは撮影完了した映像素材を識別・管理
する上で有用な情報である。
【０００３】
従来では，かかるシーン情報メタデータは，電子カチンコ等に電子的または手書きで表示
されていた。このようにしてシーン情報メタデータを表示した電子カチンコを，撮影開始
または終了時点で撮像装置の前に提示して撮影することにより，当該シーン情報メタデー
タを映像素材の前後に直接差し込んで，映像データとして記録していた（例えば，特許文
献１参照）。
【０００４】
しかし，クレーンを使った撮影や，ステディカムを用いた撮影などでは，上記電子カチン
コを撮像装置の前に直接提示することができない場合もある。このような場合には，電子
カチンコが出力するタイムコードに応じて撮影を行って映像素材を記憶媒体に記録する一
方，上記シーン情報メタデータを映像素材とは別にパーソナルコンピュータ等の端末に入
力して，タイムコードとともに記録していた。
【０００５】
【特許文献１】
特開平９－４６６２７号公報
【０００６】
【発明が解決しようとする課題】
　しかしながら，上記従来のようなメタデータの記録方法では，メタデータの利用目的に
応じて，必要なメタデータをグループ単位で好適に抽出して，表示することができないと
いう問題があった。
【０００８】
　本発明は，上記問題点に鑑みてなされたものであり，本発明の目的は，メタデータの利
用目的に応じて，必要なメタデータをグループ単位で好適に抽出して，表示することが可
能な，新規かつ改良されたメタデータ表示システム，メタデータ表示方法等を提供するこ
とにある。
【０００９】
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【課題を解決するための手段】
　上記課題を解決するため，本発明の第１の観点によれば，撮像装置が生成した映像信号
に関連するメタデータを表示するメタデータ表示システムが提供される。このメタデータ
表示システムは，メタデータとして，メタデータ入力用端末装置から撮影開始前に予め取
得した，少なくともシーン情報を含むメタデータを記憶するとともに，撮像装置，レンズ
装置及び／又はドーリ装置から撮影開始後に順次送信されてくるメタデータを記憶するバ
ッファメモリと；メタデータの利用目的ごとに，バッファメモリに記憶されているメタデ
ータの中から必要なメタデータを抽出して，２以上のメタデータグループにグループ化す
るメタデータパッキング部と；を備え，グループ化されたメタデータの少なくとも一部を
抽出して，映像信号に合成し，メタデータが合成された映像信号を，表示装置に表示し，
メタデータグループは，映像素材を識別する目的でグループ化された，撮像装置が撮影す
るシーンに関連する情報を含むシーン情報グループと，映像素材の画質を把握する目的で
グループ化された，撮像装置の設定情報を含むカメラ設定グループと，映像素材内の被写
体の動き又は距離を把握する目的でグループ化された，撮像装置が備えるレンズ装置又は
ドーリ装置の設定情報を含むレンズ設定グループ又はドーリ設定グループと，を含むこと
を特徴とする。
　また，メタデータパッキング部は，各メタデータグループをＫＬＶ（Ｋｅｙ　Ｌｅｎｇ
ｔｈ　Ｖａｌｕｅ）符号化してパッキングするようにしてもよい。
【００１０】
　かかる構成により，メタデータの利用目的に応じて，必要なメタデータをグループ単位
で好適に抽出して，表示することができる。従って，カメラマンやディレクタ等は，収録
中あるいは収録後に，映像とともにメタデータを閲覧して，撮影内容の把握，映像の確認
等を行うことができる。
【００１１】
また，上記表示装置は，撮像装置に設けられる，ように構成してもよい。かかる構成によ
り，メタデータが合成された映像信号は，撮像装置に提供される。このため，撮像装置が
具備するビューファインダー等の表示装置に，撮影された映像とともに，当該映像に対応
するメタデータを同時に表示させることができる。
【００１３】
　また，上記グループ化されたメタデータを，映像信号にフレーム単位で付加し，当該映
像信号からグループ化されたメタデータの少なくとも一部を抽出して，映像信号に合成す
る，ように構成してもよい。かかる構成により，当該映像信号にフレーム単位で付加され
ているメタデータから少なくとも一部を抽出して，映像データに変換し，当該映像信号に
対してフレーム単位で多重することができる。このようにしてメタデータが合成された映
像信号は，表示装置に提供される。このため，表示装置は，撮像装置によって撮影された
映像に同期させて，対応するメタデータを同時に表示することができる。従って，カメラ
マンやディレクタ等は，収録中あるいは収録後に，映像とともにメタデータを閲覧して，
撮影内容の把握，映像の確認等を行うことができる。
【００１４】
また，上記メタデータグループは，撮像装置が撮影するシーンに関連する情報を含むシー
ン情報グループ，撮像装置の設定情報を含むカメラ設定グループ，撮像装置が備えるレン
ズ装置の設定情報を含むレンズ設定グループ，または撮像装置が備えるドーリ装置の設定
情報を含むドーリ設定グループの少なくともいずれかを含む，ように構成してもよい。
【００１５】
また，上記映像信号に付加されたメタデータグループには，固有のグループ識別情報が付
与されている，ように構成してもよい。かかる構成により，グループ識別情報に基づいて
，いずれのメタデータグループであるかを識別することができるので，メタデータグルー
プ単位での抽出処理を迅速に行うことができる。
【００１６】
また，上記映像信号に付加されたメタデータグループには，メタデータグループのデータ
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量情報が付与されている，ように構成してもよい。かかる構成により，あるメタデータグ
ループのメタデータの抽出処理を実行するに際し，データ量情報に基づいて，予め，当該
メタデータグループ内のメタデータ量を把握することができる。このため，メタデータグ
ループ単位での抽出処理を迅速に行うことができる。
【００１７】
　また，上記メタデータ表示システムは，グループ化されたメタデータが付加された映像
信号を，記憶媒体に対して記録・再生する映像信号記録再生装置を備えており，映像信号
記録再生装置によって再生された映像信号から，グループ化されたメタデータの少なくと
も一部を抽出して，再生された映像信号に合成する，ように構成してもよい。かかる構成
により，撮像装置によって生成され，メタデータがフレーム単位で付加された映像信号を
，映像信号記録再生装置によって記憶媒体に記録して，収録できる。さらに，映像信号記
録再生装置によって記憶媒体から当該映像信号を再生し，この再生された映像信号からメ
タデータを抽出して合成することにより，収録後にも，映像とともにメタデータを表示す
ることができる。
【００２３】
　また，上記課題を解決するため，本発明の別の観点によれば，撮像装置が生成した映像
信号に関連するメタデータとして，メタデータ入力用端末装置から撮影開始前に予め取得
した，少なくともシーン情報を含むメタデータを記憶するとともに，撮像装置，レンズ装
置及び／又はドーリ装置から撮影開始後に順次送信されてくるメタデータを記憶するバッ
ファメモリと；メタデータの利用目的ごとに，バッファメモリに記憶されているメタデー
タの中から必要なメタデータを抽出して，２以上のメタデータグループにグループ化する
メタデータパッキング部と；グループ化されたメタデータがフレーム単位で付加された映
像信号を，記憶媒体に対して記録・再生する記録再生部と；グループ化されたメタデータ
がフレーム単位で付加された映像信号から，グループ化されたメタデータの少なくとも一
部を抽出して，映像信号に合成するメタデータ合成装置と；を備え，メタデータグループ
は，映像素材を識別する目的でグループ化された，撮像装置が撮影するシーンに関連する
情報を含むシーン情報グループと，映像素材の画質を把握する目的でグループ化された，
撮像装置の設定情報を含むカメラ設定グループと，映像素材内の被写体の動き又は距離を
把握する目的でグループ化された，撮像装置が備えるレンズ装置又はドーリ装置の設定情
報を含むレンズ設定グループ又はドーリ設定グループと，を含むことを特徴とする，映像
信号記録再生装置が提供される。かかる構成により，上記メタデータ合成装置を備えた映
像信号記録再生装置を提供できる。
　また，メタデータパッキング部は，各メタデータグループをＫＬＶ（Ｋｅｙ　Ｌｅｎｇ
ｔｈ　Ｖａｌｕｅ）符号化してパッキングするようにしてもよい。
【００２４】
　また，映像信号記録再生装置が備えたメタデータ合成装置は，記録再生部によって記憶
媒体から再生された映像信号から，グループ化されたメタデータの少なくとも一部を抽出
して，再生された映像信号に合成するように構成してもよい。これにより，一旦収録した
映像を再生して，メタデータを合成することができる。
【００２５】
　また，上記課題を解決するため，本発明の別の観点によれば，被写体を撮像して映像信
号を生成する撮像部と，映像信号を表示する表示部と，を備えた撮像装置が提供される。
この撮像装置は，撮像装置が生成した映像信号に関連するメタデータとして，メタデータ
入力用端末装置から撮影開始前に予め取得した，少なくともシーン情報を含むメタデータ
を記憶するとともに，撮像装置，レンズ装置及び／又はドーリ装置から撮影開始後に順次
送信されてくるメタデータを記憶するバッファメモリと；メタデータの利用目的ごとに，
バッファメモリに記憶されているメタデータの中から必要なメタデータを抽出して，１又
は２以上のメタデータグループにグループ化するメタデータパッキング部と；を備え，グ
ループ化されたメタデータがフレーム単位で付加された映像信号から，グループ化された
メタデータの少なくとも一部を抽出して，映像信号に合成するメタデータ合成装置，と接



(7) JP 4332365 B2 2009.9.16

10

20

30

40

50

続されており，メタデータ合成装置から，メタデータが合成された映像信号を受信して，
表示部に表示し，メタデータグループは，映像素材を識別する目的でグループ化された，
撮像装置が撮影するシーンに関連する情報を含むシーン情報グループと，映像素材の画質
を把握する目的でグループ化された，撮像装置の設定情報を含むカメラ設定グループと，
映像素材内の被写体の動き又は距離を把握する目的でグループ化された，撮像装置が備え
るレンズ装置又はドーリ装置の設定情報を含むレンズ設定グループ又はドーリ設定グルー
プと，を含むことを特徴とする。
　また，メタデータパッキング部は，各メタデータグループをＫＬＶ（Ｋｅｙ　Ｌｅｎｇ
ｔｈ　Ｖａｌｕｅ）符号化してパッキングするようにしてもよい。
【００２６】
かかる構成により，撮像装置は，メタデータ合成装置によってメタデータが合成された映
像信号を，自身が生成した映像信号のリターン映像として受信できる。これにより，撮像
装置は，生成した映像信号にメタデータを多重して表示できる。
【００２７】
　また，上記課題を解決するため，本発明の別の観点によれば，撮像装置が生成した映像
信号に関連するメタデータを表示するメタデータ表示方法が提供される。このメタデータ
表示方法は，メタデータとして，メタデータ入力用端末装置から撮影開始前に予め取得し
た，少なくともシーン情報を含むメタデータを記憶するとともに，撮像装置，レンズ装置
及び／又はドーリ装置から撮影開始後に順次送信されてくるメタデータをバッファメモリ
に記憶し，メタデータの利用目的ごとに，バッファメモリに記憶されているメタデータの
中から必要なメタデータを抽出して，２以上のメタデータグループにグループ化し，グル
ープ化されたメタデータの少なくとも一部を抽出して，映像信号に合成し，メタデータが
合成された映像信号を，表示装置に表示し，メタデータグループは，映像素材を識別する
目的でグループ化された，撮像装置が撮影するシーンに関連する情報を含むシーン情報グ
ループと，映像素材の画質を把握する目的でグループ化された，撮像装置の設定情報を含
むカメラ設定グループと，映像素材内の被写体の動き又は距離を把握する目的でグループ
化された，撮像装置が備えるレンズ装置又はドーリ装置の設定情報を含むレンズ設定グル
ープ又はドーリ設定グループと，を含むことを特徴とする。
　また，各メタデータグループはＫＬＶ（Ｋｅｙ　Ｌｅｎｇｔｈ　Ｖａｌｕｅ）符号化し
てパッキングされるようにしてもよい。
【００２８】
　また，上記表示装置は，撮像装置に設けられる，ようにしてもよい。
　また，上記メタデータグループは，撮像装置が撮影するシーンに関連する情報を含むシ
ーン情報グループ，撮像装置の設定情報を含むカメラ設定グループ，撮像装置が備えるレ
ンズ装置の設定情報を含むレンズ設定グループ，または撮像装置が備えるドーリ装置の設
定情報を含むドーリ設定グループの少なくともいずれかを含む，ようにしてもよい。
　また，上記グループ化されたメタデータを，映像信号にフレーム単位で付加し，当該映
像信号からグループ化されたメタデータの少なくとも一部を抽出して，映像信号に合成す
るようにしてもよい。
【００２９】
　また，上記メタデータ表示方法は，グループ化されたメタデータが付加された映像信号
を記録した記憶媒体から映像信号を再生し，再生された映像信号から，グループ化された
メタデータの少なくとも一部を抽出して，再生された映像信号に合成する，ようにしても
よい。
【００３０】
【発明の実施の形態】
以下に添付図面を参照しながら，本発明の好適な実施の形態について詳細に説明する。な
お，本明細書及び図面において，実質的に同一の機能構成を有する構成要素については，
同一の符号を付することにより重複説明を省略する。
【００３１】
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（第１の実施の形態）
以下に，本発明の第１の実施の形態にかかるメタデータ表示システム，メタデータ合成装
置，映像信号記録再生装置，撮像装置，メタデータ表示方法等について説明する。
【００３２】
＜１．システム構成＞
まず，本実施形態にかかるメタデータ表示システムの概要について説明する。本実施形態
にかかるメタデータ表示システムは，例えば，映像素材を撮影して収録するための映像記
録システムとして構成されている。
【００３３】
この映像記録システムは，例えば，テレビ放送局や，ビデオコンテンツ，映画等の制作会
社などが，ＴＶ番組，ビデオコンテンツ，映画などの映像作品を制作するためのシステム
であり，例えば，撮影現場（撮影スタジオ，ロケ現場等）に設けられ，映像作品を構成す
る映像素材の映像コンテンツデータを撮影・収録することができる。この映像コンテンツ
データは，例えば，映像データ及び／又は音声データから構成されるコンテンツデータで
ある。このうち映像データは，一般的には，例えば，動画像データであるが，図画，写真
または絵画などの静止画像データを含むようにしてもよい。
【００３４】
また，この映像記録システムは，例えば，撮影した映像素材に関連する各種のメタデータ
を生成することができる。さらに，映像記録システムは，例えば，かかるメタデータをグ
ループ化した上で，映像素材を構成する映像信号に対してフレームごとに付加して，映像
信号とともに記憶媒体に記録することができる。なお，このメタデータは，例えば，上記
映像素材の概要，属性または撮影機器の設定等を表す上位データであり，映像素材のイン
デックス情報や，撮影条件等を特定する情報などとして機能するが，詳細については後述
する。
【００３５】
このような映像記録システムとして構成されたメタデータ表示システムは，上記メタデー
タが付加された映像信号からメタデータを抽出して，元の映像信号に映像データとして合
成することができる。さらに，メタデータ表示システムは，このようにしてメタデータが
合成された映像信号を，撮像装置の表示部に表示できることを特徴とする。
【００３６】
次に，図１に基づいて，本実施形態にかかるメタデータ表示システムの全体構成について
説明する。なお，図１は，本実施形態にかかるメタデータ表示システム１の概略的な構成
を示すブロック図である。
【００３７】
図１に示すように，本実施形態にかかるメタデータ表示システム１は，例えば，撮像装置
１０と，集音装置１８と，カメラコントロールユニット（以下では，ＣＣＵという。）２
０と，メタデータ入力用端末装置３０と，メタデータ付加装置４０と，ビデオテープレコ
ーダ（以下では，ＶＴＲという。）５０と，メタデータ合成装置６０と，表示装置７０と
，から主に構成されている。
【００３８】
撮像装置１０は，例えば，レンズ装置１２に入射した光学像を電気信号に変換するビデオ
カメラなどであり，被写体を撮像して映像信号を生成・出力することができる。この撮像
装置１０は，映像作品を構成する各場面（シーン）を撮影し，生成した映像信号を，例え
ばＣＣＵ２０に出力することができる。この映像信号は，例えば，プログレッシブ方式ま
たはインターレース方式のいずれの方式で生成されてもよい。
【００３９】
なお，本実施形態では，撮像装置１０からＣＣＵ２０への映像信号の伝送は，例えば光フ
ァイバケーブル等を介して光信号としてなされる。このように光信号として映像信号を伝
送することにより，ＨＤ　ＳＤＩ（Ｈｉｇｈ　Ｄｅｆｉｎｉｔｉｏｎ　Ｓｉｒｉａｌ　Ｄ
ｉｇｉｔａｌ　Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ）形式で伝送する場合（例えば５０ｍ程度）と比べて
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，長距離伝送（例えば１ｋｍ程度）が可能になる。このため，撮像装置１０と，ＣＣＵ２
０およびＶＴＲ５０等とを十分に離隔して配設することができるので，撮影の自由度が高
まる。しかし，かかる例に限定されず，撮像装置１０は，例えば，ＨＤ　ＳＤＩケーブル
等で映像信号を伝送してもよい。この場合には，例えば，ＣＣＵ２０を設けずに，撮像装
置１０からメタデータ付加装置４０等に直接，映像信号を伝送してもよい。
【００４０】
また，撮像装置１０は，例えば，上記撮影時における，撮像装置１０内の各種の設定情報
（シャッタスピード，ゲイン等の撮影条件情報）を収集し，これらの設定情報を基にカメ
ラ設定メタデータを生成することができる。さらに，撮像装置１０は，例えば，このカメ
ラ設定メタデータをカメラ設定グループとしてグループ化してパッキングした上で，上記
映像信号の１フレーム毎に付加することができるが，詳細については後述する。
【００４１】
さらに，この撮像装置１０には，例えば，後述するメタデータ合成装置からＣＣＵ２０を
介して，リターン映像信号（詳細は後述する。）が入力される。撮像装置１０は，例えば
，このリターン映像信号を表示部１０８に表示することができる。この表示部１０８は，
本実施形態にかかるメタデータが合成された映像信号を表示する表示装置の一つとして構
成されているが，詳細は後述する。
【００４２】
また，かかる撮像装置１０は，例えば，レンズ装置１２と，ドーリ装置１４とを具備して
いる。
【００４３】
レンズ装置１２は，例えば，複数枚のレンズと，これらレンズの距離，絞り等を調整する
駆動装置とから構成されており，ズーム，アイリス，フォーカス等を調整して，撮像装置
１０本体に好適な光学像を入射させることができる。このレンズ装置１２は，例えば，撮
影時におけるレンズ装置１２内の各種の設定情報（ズーム，アイリス，フォーカス等の撮
影条件情報）を，レンズ設定メタデータとして１フレーム毎に生成することができる。
【００４４】
ドーリ（ｄｏｌｌｙ）装置１４は，撮像装置１０本体を載置して移動させるための台車で
あり，例えば，撮像装置１０を被写体に接近させたり遠ざけたりして撮影する場合や，移
動する被写体とともに撮像装置１０を移動させて撮影する場合などに用いられる。このド
ーリ装置１４は，例えば，その下部に設けられた滑車をレール上に載置することにより，
被写体等に沿って高速移動することができる。かかるドーリ装置１４は，例えば，撮影時
におけるドーリ装置１４内の各種の設定情報（ドーリの位置，カメラの向き等の撮影条件
情報）を，ドーリ設定メタデータとして１フレーム毎に生成することができる。なお，こ
のドーリ装置１４は，必ずしも設けられなくてもよく，例えば，上方から撮影するためク
レーン等に撮像装置１０を設置する場合や，カメラマンが撮像装置１０を担いで撮影する
場合などには，不要である。
【００４５】
上記のようにして生成されたレンズ設定メタデータおよびドーリ設定メタデータは，例え
ば，ＲＳ－２３２Ｃケーブルなどを介してメタデータ付加装置４０に出力される。
【００４６】
集音装置１８は，例えば，マイクロフォンなどで構成されており，音声信号を生成・出力
することができる。より詳細には，この集音装置１８は，上記撮像装置１０による撮影時
における，背景音や俳優の発声音などの音声情報を集音して，音声信号を生成する。この
音声信号は，例えばＶＴＲ５０に出力される。なお，この集音装置１８は，撮像装置１０
が具備してもよい，
【００４７】
ＣＣＵ２０は，例えば，撮影装置１０から光信号として入力された映像信号を，ＨＤ　Ｓ
ＤＩ用の信号に変換して，ＨＤ　ＳＤＩケーブルを介してメタデータ付加装置４０に出力
することができる。また，ＣＣＵ２０は，例えば，当該映像信号から光ファイバケーブル
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等を介してカメラ設定メタデータを取得することもできる。また，このＣＣＵ２０は，例
えば，後述するメタデータ合成装置６０からリターン映像信号が入力されると，かかるリ
ターン映像信号を撮像装置１０に出力することもできる。
【００４８】
なお，このＣＣＵ２０は，必ずしも，撮像装置１０とは別体に構成された装置として設け
られなくともよく，例えば，撮像装置１０に内蔵されてもよい。特に，例えば，撮像装置
１０が映像信号を例えばＨＤ　ＳＤＩ形式で出力するように構成した場合には，このＣＣ
Ｕ２０は必須の装置ではない。
【００４９】
メタデータ入力用端末装置３０は，例えば，パーソナルコンピュータなどの情報処理装置
及びその周辺装置などで構成されており，ユーザ入力に基づいて，シーン情報メタデータ
を生成することができる。このシーン情報メタデータは，例えば，撮像装置１０が撮影す
るシーンに関するメタデータであり，従来の撮影において電子カチンコ等に記載されてい
た情報（シーン番号，テイク番号等）などである。かかるメタデータ入力用端末装置３０
は，例えば，ディレクタ等によってこれから撮影しようとするシーンのシーン番号等が入
力されると，これに対応するシーン情報メタデータを生成し，ＲＳ－２３２Ｃケーブルな
どを介してメタデータ付加装置４０に出力する。なお，カメラマンまたはディレクタ等は
，このメタデータ入力用端末装置３０を利用して，例えば，映像素材の収録時におけるコ
メント（撮影状況のメモ書き等）を，シーン状況メタデータとして追加入力することもで
きる。
【００５０】
メタデータ付加装置４０は，例えば，映像信号に対してフレーム単位で上記メタデータを
付加することができる。より詳細には，メタデータ付加装置４０には，例えば，上記レン
ズ装置１２，ドーリ装置１４およびメタデータ入力用端末装置３０などから，それぞれ，
レンズ設定メタデータ，ドーリ設定メタデータ，シーン情報メタデータなどが入力される
。メタデータ付加装置４０は，例えば，これらのメタデータを，その利用目的ごとに，レ
ンズ設定グループ，ドーリ設定グループ，シーン情報グループなどといった複数のメタデ
ータグループにグループ化して，パッキングする。さらに，メタデータ付加装置４０は，
例えば，このようにグループ化したレンズ設定グループ，ドーリ設定グループおよびシー
ン情報グループのメタデータを，ＣＣＵ２０から入力された映像信号のブランキング領域
に１フレーム毎に順次，挿入して付加することができる。このようにして，全てのメタデ
ータが付加された映像信号は，例えば，ＨＤ　ＳＤＩケーブル等を介してＶＴＲ５０に出
力される。
【００５１】
なお，このメタデータ付加装置４０には，リファレンス信号生成装置７２からリファレン
ス信号（基準同期信号）が入力され，タイムコード信号生成装置７４からタイムコード信
号（ＬＴＣ：ｌｉｎｅａｒ　Ｔｉｍｅ　Ｃｏｄｅ）が入力されている。また，かかるＬＴ
ＣをＶＴＲ５０に出力することもできる。
【００５２】
ＶＴＲ５０は，本実施形態にかかる映像信号記録再生装置として構成されており，例えば
，上記メタデータ付加装置４０から入力された映像信号や，集音装置１８から入力された
音声信号を，ビデオテープ５２等の記憶媒体に記録することができる。また，このＶＴＲ
５０は，ビデオテープ５２に記録されている映像信号等を再生することもできる。また，
このＶＴＲ５０は，例えば，メタデータ付加装置４０から入力された映像信号をそのまま
メタデータ合成装置６０に出力する，あるいは，ビデオテープ５２から再生した映像信号
をメタデータ合成装置６０に出力することができる。
【００５３】
なお，本実施形態では，記憶媒体としてビデオテープ５２を用いているが，かかる例に限
定されず，例えば，各種の磁気テープ，磁気ディスク，光ディスク，メモリーカード等の
任意の記憶媒体であってもよい。また，映像信号記録再生装置は，上記ＶＴＲ５０の例に
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限定されず，このような各種の記憶媒体に対応した装置（ディスク装置，各種リーダライ
タ等）に変更することもできる。
【００５４】
メタデータ合成装置６０は，本実施形態にかかる特徴的な装置であり，例えば，上記のよ
うに映像信号に付加されているメタデータを抽出，デコードして，当該映像信号に合成す
るデコーダ装置である。より詳細には，このメタデータ合成装置６０は，例えば，ＶＴＲ
５０から入力された映像信号に付加されているメタデータの全部または一部を，フレーム
単位で抽出することができる。さらに，このメタデータ合成装置６０は，抽出したメタデ
ータをデコードして映像データに書き換えた上で，当該映像信号にフレーム単位で合成す
ることができる。この合成とは，例えば，上記映像信号と，メタデータの映像データとを
，例えばフレーム単位で多重（スーパーインポーズ等）することをいう。
【００５５】
メタデータ合成装置６０は，例えば，このようにしてメタデータが合成された映像信号（
以下では，メタデータ合成映像信号という。）を，ＨＤ　ＳＤＩケーブル等を介して，表
示装置７０，およびＣＣＵ２０に出力することができる。このうち，例えばＣＣＵ２０を
経由して撮像装置１０に送信されるメタデータ合成映像信号は，例えば，リターン映像信
号として機能する。このリターン映像信号は，上記ＶＴＲ５０等による映像信号の記録後
に，メタデータ合成装置６０から撮像装置１０に戻される映像信号である。
【００５６】
このようにメタデータ合成装置６０は，例えば，モニタリング系統を分配して，メタデー
タ合成映像信号をリターン映像信号として撮像装置１０に戻すことができる。これにより
，撮像装置１０は，受信したメタデータ合成映像信号に基づいて，メタデータがスーパー
インポーズ等された映像を表示部１０８に表示することができる。
【００５７】
表示装置７０は，例えば，ＬＣＤ（Ｌｉｑｕｉｄ　Ｃｒｙｓｔａｌ　Ｄｉｓｐｌａｙ），
ＣＲＴ（Ｃａｔｈｏｄｅ　Ｒａｙ　Ｔｕｂｅ）などのディスプレイ装置である。この表示
装置７０は，上記メタデータ合成装置６０から入力されたメタデータ合成映像信号に基づ
いて，メタデータがスーパーインポーズ等された映像を表示することができる。
【００５８】
＜２．メタデータの内容＞
次に，本実施形態にかかるグループ化されたメタデータについて詳細に説明する。本実施
形態では，例えば，上記のような映像素材に関連する多様なメタデータを，その利用目的
等に応じて，例えば４つのメタデータグループにグループ分けして，伝送，記録，管理し
ている。以下では，これら４つのメタデータグループごとに，そのメタデータグループに
含まれるメタデータの内容について詳細に説明する。
【００５９】
＜２．１　シーン情報グループ＞
まず，図２に基づいて，シーン情報グループに含まれるシーン情報メタデータについて，
具体例を挙げながら詳細に説明する。なお，図２は，本実施形態にかかるシーン情報グル
ープに含まれるシーン情報メタデータの具体例を示す説明図である。
【００６０】
図２に示すように，シーン情報グループに含まれるシーン情報メタデータは，例えば，従
来，電子カチンコ（スレート）等に表示されていた「タイムコード」，「シーン番号」，
「テイク番号」などの情報をはじめとする，撮像装置１０が撮影するシーンに関連する各
種のメタデータである。
【００６１】
・「タイムコード」は，ＬＴＣなどに代表される時間，分，秒，フレーム番号等からなる
時間情報である。従来では，この「タイムコード」は，例えば，ビデオテープ５２の音声
トラックなどの長手方向に記録されていた。本実施形態では，この「タイムコード」は，
タイムコード信号生成装置７４によって生成され，例えば，上記メタデータ付加装置によ
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って映像信号のブランキング領域に１フレーム毎に付される。このタイムコードによって
，映像信号の位置を特定することができる。この「タイムコード」のデータ量は例えば１
６バイトである。
・「日付」は，撮影が行われた日付を表すテキスト情報であり，そのデータ量は例えば４
バイトである。
・「映像作品題名」は，映像作品のタイトルを表すテキスト情報であり，そのデータ量は
例えば３０バイトである。
・「撮影チーム番号」は，当該撮影を担当している撮影チーム（クルー）を特定するため
のＩＤ番号などであり，そのデータ量は例えば２バイトである。
・「シーン番号」は，映像作品を構成する複数のシーン（Ｓｃｅｎｅ；撮影場面）のうち
，撮影が行われているシーンを特定するための番号などであり，そのデータ量は例えば２
バイトである。この「シーン番号」を参照することにより，撮影された映像素材が，映像
作品中のいかなるシーンに相当するものであるかを識別できる。なお，例えば，シーンを
さらに細分化したカットの番号を，シーン情報メタデータとして追加することもできる。
・「テイク番号」は，撮像装置１０による１回の記録開始から記録終了に至るまでの連続
した映像単位であるテイク（Ｔａｋｅ）を特定するための番号であり，そのデータ量は例
えば２バイトである。この「テイク番号」を参照することにより，記録されている映像信
号が，いかなるシーンに属するいかなるテイクに相当するものであるかを識別できる。
・「ロール番号」は，上記テイクをさらに細分化した映像単位であるロール（Ｒｏｌｌ）
を特定するための番号であり，そのデータ量は例えば２バイトである。
・「カメラマン」，「ディレクタ」，「プロデューサ」は，それぞれ，撮影を担当したカ
メラマン名，ディレクタ名，プロデューサ名を表すテキスト情報であり，これらのデータ
量はそれぞれ例えば１６バイトである。
【００６２】
このように，シーン情報グループには，例えば，収録された映像の属性情報やインデック
ス情報となりうるメタデータが集められている。このシーン情報メタデータは，例えば，
映像収録段階，後処理段階および編集段階などで，その映像素材のコンテンツを把握し，
映像素材を識別，管理する上で有用な情報となる。
【００６３】
＜２．２　カメラ設定グループ＞
次に，図３に基づいて，カメラ設定グループに含まれるカメラ設定メタデータについて，
具体例を挙げながら詳細に説明する。なお，図３は，本実施形態にかかるカメラ設定グル
ープに含まれるカメラ設定メタデータの具体例を示す説明図である。
【００６４】
図３に示すように，カメラ設定グループに含まれるカメラ設定メタデータは，例えば，映
像を撮影したときの撮像装置１０の設定情報をメインとする各種の撮影条件等を表すメタ
データである。
【００６５】
・「カメラＩＤ」は，撮影処理を行った撮像装置１０を特定するためのシリアル番号（機
器番号）であり，そのデータ量は例えば４バイトである。
・「ＣＨＵスイッチ　ＯＮ／ＯＦＦ」は，以下に説明するような，撮像装置１０の設定を
標準設定から変化させているか否かを表すビット情報であり，そのデータ量は例えば１バ
イトである。
・「ＣＣＵ　ＩＤ」は，撮影処理を行ったＣＣＵ２０を特定するためのシリアル番号（機
器番号）であり，そのデータ量は例えば４バイトである。
・「フィルタ設定」は，撮影時における撮像装置１０のフィルタの設定を表す情報であり
，そのデータ量は例えば２バイトである。本実施形態では，例えば，撮像装置１０が５種
類のフィルタを２重に備えており，このうち，どのフィルタを２つ組み合わせて撮影した
かを表している。
・「シャッタスピード」は，撮影時における撮像装置１０のシャッタスピードの設置値を
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表す情報であり，そのデータ量は例えば１バイトである。本実施形態では，この「シャッ
タスピード」は，例えば，「１／１００」～「１／２０００」秒の間で，６段階に設定可
能である。
・「ゲイン」は，撮影時における撮像装置１０のゲインの設置値を表す情報であり，その
データ量は例えば１バイトである。
・「ＥＣＳ」は，撮影時における撮像装置１０のＥＣＳ（Ｅｘｔｅｎｄｅｄ　Ｃｌｅａｒ
　Ｓｃａｎ）機能のＯＮ／ＯＦＦを表す情報であり，そのデータ量は例えば２バイトであ
る。
・「ガンマ（マスター）」は，撮影時における撮像装置１０のガンマ特性（ガンマカーブ
等）の設定を表す情報であり，そのデータ量は例えば２バイトである。
・「ガンマ（ユーザ設定）」は，ユーザ設定によりガンマカーブ等を変化させた場合のガ
ンマ特性の設定を表す情報であり，そのデータ量は例えば１バイトである。
・「バリアブルフレームレート」は，可変速撮影可能な撮像装置１０によって撮影された
映像信号のフレームレート設定値を表す情報であり，そのデータ量は例えば１バイトであ
る。本実施形態にかかる撮像装置１０は，例えば，２３．９８～３０Ｐでフレームレート
を変化させて撮影可能であるが，かかる例に限定されず，例えば１～６０Ｐで可変速撮影
できるように構成してもよい。
・「映像信号　白レベル」は，撮影時における撮像装置１０のホワイトバランス調整処理
による映像信号の白レベル設定値を表す情報であり，そのデータ量は例えば６バイトであ
る。
・「映像信号　黒レベル」は，撮影時における撮像装置１０のブラックバランス調整処理
による映像信号の黒レベルの設定値を表す情報であり，そのデータ量は例えば８バイトで
ある。
・「ディテールレベル」は，撮影時における撮像装置１０のディテール調整処理によるデ
ィテールレベルの設定値を表す情報であり，そのデータ量は例えば２バイトである。
・「ニーポイント」は，撮影時における撮像装置１０のニー回路で圧縮される映像信号の
ニーポイントの設定値を表す情報であり，そのデータ量は例えば２バイトである。
・「ニースロープ」は，撮影時において撮像装置１０のニー回路で圧縮される映像信号の
ニースロープの設定値を表す情報であり，そのデータ量は例えば２バイトである。
・「レコーダステータス」は，ＶＴＲ５０等の映像信号記録再生装置が映像信号を記録す
る際のフレームレートの設置値を表す情報であり，そのデータ量は例えば１バイトである
。この「レコーダステータス」は，上記「バリアブルフレームレート」に対応して決定さ
れる。
【００６６】
このように，カメラ設定グループには，例えば，撮影時における撮像装置１０の設定情報
などの撮影条件に関するメタデータが集められている。このカメラ設定メタデータは，例
えば，映像素材の後処理段階などで，その映像素材の画質（明度，色合い，質感等）など
を把握する上で有用な情報となる。
【００６７】
＜２．３　レンズ設定グループ＞
次に，図４に基づいて，レンズ設定グループに含まれるレンズ設定メタデータについて，
具体例を挙げながら詳細に説明する。なお，図４は，本実施形態にかかるレンズ設定グル
ープに含まれるレンズ設定メタデータの具体例を示す説明図である。
【００６８】
図４に示すように，レンズ設定グループに含まれるレンズ設定メタデータは，例えば，映
像撮影時におけるレンズ装置１２の設定情報をメインとする各種の撮影条件等を表すメタ
データである。
【００６９】
・「ズーム」は，撮影時におけるレンズ装置１２の撮影倍率調整処理によるズーム設定値
を表す情報であり，そのデータ量は例えば２バイトである。
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・「フォーカス」は，撮影時におけるレンズ装置１２の焦点距離調整処理によるフォーカ
ス設定値を表す情報であり，そのデータ量は例えば２バイトである。
・「アイリス」は，撮影時におけるレンズ装置１２の露光調整処理によるアイリス（絞り
）設定値を表す情報であり，そのデータ量は例えば２バイトである。
・「レンズＩＤ」は，撮影に使われたレンズ装置１２を特定するためのシリアル番号（機
器番号）であり，そのデータ量は例えば４バイトである。
【００７０】
このように，レンズ設定グループには，例えば，撮影時におけるレンズ装置１２の設定情
報などの撮影条件に関するメタデータが集められている。このレンズ設定メタデータは，
例えば，映像素材の後処理段階などで，その映像素材で撮影されている被写体の動き，撮
像装置１０からの距離等を把握する上で有用な情報となる。
【００７１】
＜２．４　ドーリ設定グループ＞
次に，図５に基づいて，ドーリ設定グループに含まれるドーリ設定メタデータについて，
具体例を挙げながら詳細に説明する。なお，図５は，本実施形態にかかるドーリ設定グル
ープに含まれるカメラ設定メタデータの具体例を示す説明図である。
【００７２】
図５に示すように，ドーリ設定グループに含まれるドーリ設定メタデータは，例えば，映
像撮影時におけるドーリ装置１４の設定情報をメインとする各種の撮影条件等を表すメタ
データである。
・「ＧＰＳ」は，撮影時におけるドーリ装置１４の位置（即ち，撮像装置１０の位置）を
特定するための緯度および経度情報（Ｇｌｏｂａｌ　Ｐｏｓｉｔｉｏｎｉｎｇ　Ｓｙｓｔ
ｅｍ情報）であり，そのデータ量は例えば１２バイトである。
・「移動方向」は，撮影時におけるドーリ装置１４の移動方向（即ち，撮像装置１０の移
動方向）をアングルで表す情報であり，そのデータ量は例えば４バイトである。
・「移動スピード」は，撮影時におけるドーリ装置１４の移動スピード（即ち，撮像装置
１０の移動スピード）を表す情報であり，そのデータ量は例えば４バイトである。
・「カメラ方向」は，撮像装置１０の撮影方向を表す情報であり，固定されたドーリ装置
１４を基準として，撮像装置１０の回転角度（首を振った角度）で表現される。具体的に
は，例えば，撮像装置１０の撮像方向を「パン（ｐａｎ）」（Ｚ軸方向），「チルト（ｔ
ｉｌｔ）」（Ｙ軸方向），「ロール（ｒｏｌｌ）」（Ｘ軸方向）の３方向の回転角度で表
す。これら３つのデータ量はそれぞれ例えば２バイトである。
・「ドーリ高さ」は，ドーリ装置１４の高さを表す情報であり，そのデータ量は例えば２
バイトである。この情報により，撮像装置１０の垂直方向の位置が特定できる。
・「ドーリＩＤ」は，撮影に使われたドーリ装置１４を特定するためのシリアル番号（機
器番号）であり，そのデータ量は例えば４バイトである。
【００７３】
このように，ドーリ設定グループには，例えば，撮影時におけるドーリ装置１４の位置，
動き等の設定情報からなる撮影条件に関するメタデータが集められている。このドーリ設
定メタデータも，例えば，上記レンズ設定メタデータと同様に，映像素材の後処理段階な
どで，その映像素材に現れている被写体の動き，距離等を把握する上で有用な情報となる
。
【００７４】
以上，本実施形態にかかる例えば４つのメタデータグループの内容について説明した。こ
のようにメタデータをグループ化することにより，メタデータの利用目的に応じて，必要
なメタデータのみをグループ単位で好適に抽出して，利用，書き換えなどすることができ
る。
【００７５】
例えば，映像の収録段階では，収録中あるいは収録完了した映像を識別，把握するなどの
目的で，シーン番号，タイムコード等を含む上記シーン情報グループのメタデータが抽出
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されて活用される。また，映像素材の後処理段階では，実写の映像に対してＣＧ映像を合
成処理する場合などに，上記カメラ，レンズおよびドーリ設定グループのメタデータが有
用である。具体的には，当該映像素材の画質を把握するなどの目的で，上記カメラ設定グ
ループのメタデータが抽出されて活用される。また，当該映像素材内の被写体の動きを把
握するなどの目的で，上記レンズ設定グループおよびドーリ設定グループのメタデータが
抽出されて活用される。
【００７６】
なお，このようにレンズ設定グループおよびドーリ設定グループのメタデータの利用目的
には共通性がある。このため，本実施形態のように，レンズ設定グループおよびドーリ設
定グループを別グループとして構成するのではなく，例えば，１つのレンズ・ドーリ設定
グループとして構成し，レンズ設定メタデータおよびドーリ設定メタデータを１つにまと
めてグループ化するなどしてもよい。
【００７７】
＜３．メタデータフォーマット＞
次に，図６に基づいて，本実施形態にかかるメタデータフォーマットについて説明する。
なお，図６は，本実施形態にかかるメタデータフォーマットを説明するための説明図であ
る。
【００７８】
上記のように，本実施形態にかかるメタデータは，例えば４つのメタデータグループにグ
ループ化されている。このようにグループ化されたメタデータは，例えば，上記撮像装置
１０およびメタデータ付加装置４０等によって，所定のフォーマットで映像信号にフレー
ム単位で付加される。
【００７９】
より詳細には，図６（ａ）に示すように，上記メタデータは，例えば，映像信号の垂直ブ
ランキング領域内のアンシラリデータ領域等に，アンシラリデータとしてパッケージ化さ
れて１フレーム毎に挿入される。このパッケージ化されたメタデータの例えば伝送時にお
けるフォーマットを，図６（ｂ）に示す。
【００８０】
図６（ｂ）に示すように，メタデータは，例えば，シーン情報グループ，カメラ設定グル
ープ，レンズ設定グループおよびドーリ設定グループという４つのメタデータグループに
グループ化され，この４つのメタデータグループが連続して直列的に配列されたフォーマ
ットを有する。各メタデータグループは，例えば，ＳＭＰＴＥ（Ｓｏｃｉｅｔｙ　ｏｆ　
Ｍｏｔｉｏｎ　Ｐｉｃｔｕｒｅ　ａｎｄ　Ｔｅｌｅｖｉｓｉｏｎ　Ｅｎｇｉｎｅｅｒｓ）
規格（ＳＭＰＴＥ２９１Ｍ等）に基づいて，ＫＬＶ（Ｋｅｙ　Ｌｅｎｇｔｈ　Ｖａｌｕｅ
）符号化されている。
【００８１】
「Ｋ（Ｋｅｙ）」は，例えば，各メタデータグループの先頭に付与される例えば１バイト
のキーＩＤ（予約語）である。この「Ｋ」符号は，本実施形態にかかるグループ識別情報
として構成されており，各メタデータグループを識別するための符号として機能する。例
えば，映像信号のいかなるフレームにおいても，この「Ｋ」符号として，シーン情報グル
ープには常に例えば「０１」を付与し，カメラ設定グループには常に例えば「０２」を付
与し，レンズ設定グループには常に例えば「０３」を付与し，レンズ設定グループには常
に例えば「０４」を付与することにより，メタデータグループ毎に固有の識別符号を統一
して付することができる。このように，メタデータグループ毎に固有のグループ識別情報
である「Ｋ」符号を付与することにより，かかるグループ識別情報に基づいて，複数のメ
タデータグループの中から特定のメタデータグループのみを，フレーム毎に容易に抽出す
ることができる。
【００８２】
「Ｌ（Ｌｅｎｇｔｈ）」は，例えば，上記「Ｋ」符号の次に付与される例えば１バイトの
レングス符号である。この「Ｌ」符号は，本実施形態にかかるデータ量情報として構成さ
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れており，後続のメタデータグループのデータ量を表す符号として機能する。例えば，あ
るフレームのシーン情報グループに付された「Ｌ」が「１２４」であれば，当該フレーム
におけるシーン情報グループのデータ量が例えば１２４バイトであることを表す。このよ
うに，各メタデータグループのコンテンツの前に，データ量情報である「Ｌ」符号を付与
することにより，メタデータの抽出或いは書き換え処理の処理効率が向上する。つまり，
メタデータ付加装置４０およびＶＴＲ５０等のメタデータを処理する装置は，上記データ
量情報である「Ｌ」符号を参照することにより，これから抽出或いは書き換えしようとす
るメタデータのデータ量を予め把握できる。このため，当該抽出或いは書き換え処理の処
理効率が向上する。
【００８３】
「Ｅｌｅｍｅｎｔ」は，例えば，実際の各メタデータグループのメタデータが格納される
ユーザデータ領域（Ｖａｌｕｅ領域）であり，可変長である。
【００８４】
また，このようにＫＬＶ符号化されたメタデータグループの前には，伝送されるメタデー
タの種類を定義，識別するためのフラグである「ＡｎｃｉｌｌａｌｙＤａｔａ　Ｆｌａｇ
」アンシラリデータフラグ，「ＤＩＤ：Ｄａｔａ　ｉｄｅｎｔｉｆｉｃａｔｉｏｎ」デー
タＩＤ，「ＳＤＩＤ：Ｓｅｃｏｎｄａｒｙ　Ｄａｔａ　Ｉｄｅｎｔｉｆｉｃａｔｉｏｎ」
セカンダリーデータＩＤ，「ＤＣ：Ｄａｔａ　Ｃｏｕｎｔｅｒ」データカウンタ，などが
付されている。一方，メタデータグループの後には，伝送時における誤り検出用の「ＣＲ
Ｃ：Ｃｙｃｌｉｃ　Ｒｅｄｕｎｄａｎｃｙ　Ｃｈｅｃｋ」，「ＣＨＥＣＫ　ＳＵＭ」など
の符号が付されている。
【００８５】
ところで，上記ＳＭＰＴＥ規格では，ＫＬＶ符号化したメタデータを映像信号のアンシラ
リデータ領域にパッキングして挿入する場合には，アンシラリデータの１パケットサイズ
が２５５バイトとなるように規格化されている。そこで，本実施形態にかかるメタデータ
フォーマットでは，この規格に適合するように，グループ化されたメタデータのデータ総
量が，例えば２５５バイト以下となるように調整されている。具体的には，例えば，シー
ン情報グループのメタデータ量が例えば１２４バイト以下，カメラ設定グループのメタデ
ータ量が例えば４０バイト以下，レンズ設定グループのメタデータ量が例えば１０バイト
以下，ドーリ設定グループのメタデータ量が例えば５２バイト以下，となるように調整さ
れている。このため，アンシラリデータの１つのパケットサイズが，メタデータ総量で例
えば約２２６バイト以下となるように設定されている。
【００８６】
このように，本実施形態にかかるメタデータフォーマットでは，全てのメタデータがアン
シラリデータの１パケットサイズ（２５５バイト）内に収まるように設定されている。し
かし，かかる例に限定されず，例えば，複数のアンシラリデータパケットを連結させて，
これら複数のパケットにメタデータを分割してパッキングするようにしてもよい。
【００８７】
以上説明したように，本実施形態にかかるメタデータフォーマットは，例えば，メタデー
タに割り当てられた領域を，メタデータグループ数に応じて分割し，各分割領域に，各メ
タデータグループのメタデータを挿入するような構成である。さらに，各メタデータグル
ープの先頭には，上記グループ識別情報およびデータ量情報がそれぞれ付与されている。
かかる構成により，メタデータの利用目的に応じて必要なメタデータを，メタデータグル
ープ毎に，迅速かつ容易に検出，抽出または書き換えることができる。例えば，上記グル
ープ識別情報を，映像作品の収録部署と編集部署との間で共通の識別ＩＤとして共用する
ことで，映像作品の制作過程においてメタデータを好適に利用することができる。
【００８８】
＜４．各装置の構成＞
次に，上記のようなメタデータ表示システム１を構成する主要な装置について詳細に説明
する。
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【００８９】
＜４．１　撮像装置＞
まず，図７に基づいて，本実施形態にかかる撮像装置１０について詳細に説明する。なお
，図７は，本実施形態にかかる撮像装置１０の構成を示すブロック図である。
【００９０】
図７に示すように，撮像装置１０は，例えば，ＣＰＵ１００と，メモリ部１０２と，撮像
部１０４と，信号処理部１０６と，表示部１０８と，カメラ設定メタデータ生成部１１０
と，メタデータ付加部１１２と，送受信部１１４と，レンズ装置１２と，ドーリ装置１４
とを備える。
【００９１】
ＣＰＵ（Ｃｅｎｔｒａｌ　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　Ｕｎｉｔ）１００は，演算処理装置お
よび制御装置として機能し，撮像装置１０の各部の処理を制御することができる。また，
メモリ部１０２は，例えば，各種のＲＡＭ，ＲＯＭ，フラッシュメモリ，ハードディスク
などの記憶装置などで構成されており，ＣＰＵ１００の処理に関する各種データ，および
ＣＰＵ１００の動作プログラム等を記憶または一時記憶する機能を有する。
【００９２】
撮像部１０４は，例えば，ＯＨＢ（Ｏｐｔｉｃａｌ　ｈｅａｄ　ｂａｓｅ）などで構成さ
れており，被写体を撮像して映像信号を生成する機能を有する。詳細には，この撮像部１
０４は，例えば，レンズ装置１２から入射された光学像を，プリズム（図示せず。）によ
りＲ・Ｇ・Ｂに分光し，各種のフィルタ（図示せず。）を透過させた上で，ＣＣＤ（Ｃｈ
ａｒｇｅ　Ｃｏｕｐｌｅｄ　Ｄｅｖｉｃｅ）等の撮像デバイス（図示せず。）により所定
のシャッタスピードで光電変換して，アナログ電気信号である映像信号を生成する。
【００９３】
信号処理部１０６は，撮像部１０４から入力された微弱なアナログ電気信号である映像信
号に対して，ゲイン調整（ＡＧＣ）処理，相関２重サンプリング処理，Ａ／Ｄ変換処理，
エラー補正処理，ホワイトバランス調整処理，ダイナミックレンジ圧縮処理，ガンマ補正
処理，シェーディング補正処理，ディテール調整処理，ニー処理などを施して，デジタル
映像信号を出力することができる。なお，本実施形態では，例えば，ＨＤ（Ｈｉｇｈ　Ｄ
ｅｆｉｎｉｔｉｏｎ）デジタル映像信号を生成・出力するよう構成されている。また，こ
の信号処理部１０６は，例えば，上記デジタル映像信号をアナログ映像信号に変換して，
表示部１０８に出力することもできる。また，この信号処理部１０６は，例えば，予め設
定された条件に基づいて，或いはカメラマンの入力操作に基づいて，出力する映像信号の
フレームレートを変化（例えば２３．９８～３０Ｐ）させることができる。
【００９４】
また，表示部１０８は，例えば，カメラマンが被写体を見るためのビューファインダーな
どであり，ＣＲＴモニタなどで構成されている。この表示部１０８は，上記信号処理部１
０６から入力された例えばアナログ映像信号を表示出力することができる。なお，この表
示部１０８は，例えば，ＬＣＤモニタなどの各種のディスプレイ装置などで構成されても
よい。
【００９５】
カメラ設定メタデータ生成部１１０は，例えば，撮像部１０４の設定情報や，上記信号処
理部１０８でのガンマ，ニー，ディテール等の信号処理の設定情報などのパラメータを取
得して管理している。さらに，カメラ設定メタデータ生成部１１０は，かかるパラメータ
に基づいて，上記カメラ設定メタデータを，例えば映像信号の１フレーム毎にそれぞれ生
成して，メタデータ付加部１１２に出力する。
【００９６】
メタデータ付加部１１２は，例えば，撮像装置１０の外部へ映像信号を出力するタイミン
グにあわせて，カメラ設定メタデータを当該映像信号に１フレーム毎に付加することがで
きる。具体的には，このメタデータ付加部１１２は，例えば，カメラ設定メタデータ生成
部１１０から入力されたカメラ設定メタデータを，ＫＬＶ符号化してパッキングする。さ
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らに，メタデータ付加部１１２は，このパッキングしたカメラ設定メタデータを，図８（
ａ）に示すように，映像信号のブランキング領域のうちカメラ設定グループに割り当てら
れている領域に，１フレーム毎に順次，挿入する。
【００９７】
このとき，メタデータ付加部１１２は，図８（ａ）に示すように，例えば，カメラ設定グ
ループ以外の，シーン情報グループ，レンズ設定グループおよびドーリ設定グループに対
応する領域には，ダミーデータを挿入しておくことができる。
【００９８】
なお，上記のようなカメラ設定メタデータ生成部１０８およびメタデータ付加部１１０は
，例えば，ハードウェアとして構成してもよいし，或いは，上記処理機能を実現するソフ
トウエアとして構成して，このプログラムをメモリ部１０２に格納してＣＰＵ１００が実
際の処理を行うようにしてもよい。
【００９９】
送受信部１１４は，例えば，上記のようにしてカメラ設定メタデータが付加された映像信
号を，光ファイバケーブルを介してＣＣＵ２０に送信する。また，この送受信部１１４に
は，上記メタデータ合成装置６０から，上記リターン映像信号として，メタデータ合成映
像信号が入力される。送受信部１１４は，このメタデータ合成映像信号を，信号処理部１
０６に出力する。これにより，信号処理部１０６は，メタデータ合成映像信号を例えばア
ナログ映像信号に変換して表示部１０８に出力する。この結果，表示部１０８は，メタデ
ータがスーパーインポーズされた映像を表示することができる。
【０１００】
レンズ装置１２は，例えば，光学ブロック１２２と，駆動系ブロック１２４と，レンズ設
定メタデータ生成部１２４とを備える。
【０１０１】
光学系ブロック１２２は，例えば，複数枚のレンズ，絞りなどからなり，被写体からの光
学像を撮像部１０４に入射させることができる。駆動系ブロック１２４は，例えば，光学
系ブロック１２２のレンズ間距離や絞りを調整するなどして，ズーム，アイリス，フォー
カスなどを調整することができる。
【０１０２】
レンズ設定メタデータ生成部１２６は，例えば，上記駆動系ブロック１２４のレンズ設定
情報等のパラメータを取得して管理している。さらに，レンズ設定メタデータ生成部１２
６は，かかるパラメータに基づいて，上記レンズ設定メタデータを例えば１フレーム毎に
生成する。このようにして生成されたレンズ設定メタデータは，例えば，ＲＳ－２３２Ｃ
ケーブルを介して，メタデータ付加装置４０に出力される。
【０１０３】
ドーリ装置１４は，例えば，ドーリ計測部１４２と，ドーリ設定メタデータ生成部１４４
とを備える。
【０１０４】
ドーリ計測部１４２は，例えば，ＧＰＳ情報，ドーリ装置１４の移動速度や向き，撮像装
置１０のアングルなどといった，ドーリ装置１４に関する各種の設定情報を計測して，ド
ーリ設定メタデータ生成部１４４に出力する。
【０１０５】
ドーリ設定メタデータ生成部１４４は，例えば，上記ドーリ計測部１４２からの計測情報
に基づいて，上記ドーリ設定メタデータを例えば１フレーム毎に生成する。このようにし
て生成されたドーリ設定メタデータは，例えば，ＲＳ－２３２Ｃケーブルを介して，メタ
データ付加装置４０に出力される。
【０１０６】
＜４．２　カメラコントロールユニット＞
次に，図９に基づいて，本実施形態にかかるＣＣＵ２０について詳細に説明する。なお，
図９は，本実施形態にかかるＣＣＵ２０の構成を示すブロック図である。
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【０１０７】
図９に示すように，ＣＣＵ２０は，例えば，ＣＰＵ２００と，メモリ部２０２と，送受信
部２０４と，信号処理部２０６と，シリアライザ２０８と，デシリアライザ２１０と，を
備える。
【０１０８】
ＣＰＵ２００は，演算処理装置および制御装置として機能し，ＣＣＵ２０の各部の処理を
制御することができる。このＣＰＵ２００には，リファレンス信号が入力されており，メ
タデータ表示システム１内の他の装置との間で，映像信号の同期をとることができる。ま
た，メモリ部２０２は，例えば，各種のＲＡＭ，ＲＯＭ，フラッシュメモリ，ハードディ
スクなどの記憶装置などで構成されており，ＣＰＵ２００の処理に関する各種データ，お
よびＣＰＵ２００の動作プログラム等を記憶または一時記憶する機能を有する。
【０１０９】
送受信部２０４は，例えば，撮像装置１０からカメラ設定メタデータが付加された映像信
号を受信し，信号処理部２０６に送信する。
【０１１０】
信号処理部２０６は，例えば，光信号として入力された映像信号を，ＨＤ　ＳＤＩ信号に
変換処理して，シリアライザ２０８に出力する。なお，この信号処理部２０６は，上記撮
像装置１０の信号処理部１０６の処理機能を具備するように構成することもできる。
【０１１１】
シリアライザ２０８は，例えば，信号処理部２０６から受け取った映像信号をパラレル－
シリアル変換して，ＨＤ　ＳＤＩケーブルを介してメタデータ付加装置４０に送信する。
なお，このＣＣＵ２０が出力する映像信号のブランキング領域には，図８（ａ）に示した
ように，例えば，カメラ設定グループに対応する領域にのみ，実際のメタデータが挿入さ
れており，その他のメタデータグループの領域にはダミーデータが挿入されている。
【０１１２】
デシリアライザ２１０は，例えば，メタデータ合成装置６０から送信されてきたリターン
映像信号を，シリアル－パラレル変換して，信号処理部２０６に出力する。
【０１１３】
これにより，信号処理部２０６は，例えば，ＨＤ　ＳＤＩ信号にとして入力されたリター
ン映像信号を，光信号に変換処理して，送受信部２０４に出力する。送受信部２０４は，
このリターン映像信号を，例えば，光ファイバケーブル等を介して撮像装置１０に送信す
る。
【０１１４】
＜４．３　メタデータ付加装置＞
次に，図１０に基づいて，本実施形態にかかるメタデータ付加装置４０について詳細に説
明する。なお，図１０は，本実施形態にかかるメタデータ付加装置４０の構成を示すブロ
ック図である。
【０１１５】
図１０に示すように，メタデータ付加装置４０は，例えば，ＣＰＵ４００と，メモリ部４
０２と，メタデータパッキング部４０４と，メタデータエンコーダ４０６と，デシリアラ
イザ４０８と，メタデータ挿入部４１０と，シリアライザ４１２と，を備える。
【０１１６】
ＣＰＵ４００は，演算処理装置および制御装置として機能し，メタデータ付加装置４０の
各部の処理を制御することができる。このＣＰＵ４００には，リファレンス信号が入力さ
れており，メタデータ表示システム１内の他の装置との間で，映像信号の同期をとること
ができる。また，このＣＰＵ４００には，タイムコード信号（ＬＴＣ）が入力されており
，このＬＴＣに基づいてシーン情報メタデータの１つであるタイムコード情報を生成して
，メモリ部４０２に記憶させることができる。また，かかるＬＴＣをＶＴＲ５０に出力す
ることもできる。
【０１１７】
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また，メモリ部４０２は，例えば，各種のＲＡＭ，ＲＯＭ，フラッシュメモリ，ハードデ
ィスクなどの記憶装置などで構成されており，ＣＰＵ４００の処理に関する各種データ，
およびＣＰＵ４００の動作プログラム等を記憶または一時記憶する機能を有する。また，
このメモリ部４０２は，例えば，各装置から送信されてきたメタデータを一時的に記憶す
るためのメタデータバッファメモリ４０３を具備している。
【０１１８】
このメタデータバッファメモリ４０３は，例えば，上記レンズ装置１２から撮影開始後に
順次送信されてくるレンズ設定メタデータ，ドーリ装置１４から撮影開始後に順次送信さ
れてくるドーリ設定メタデータ，メタデータ入力用端末装置３０から撮影開始前に予め所
得したシーン情報メタデータ，ＣＰＵ４００から入力されたタイムコード情報，などを記
憶する。
【０１１９】
メタデータパッキング部４０４は，例えば，上記メタデータバッファメモリ４０３に蓄え
られている各種のメタデータの中から必要なメタデータを抽出し，その利用目的ごとに，
レンズ設定グループ，ドーリ設定グループ，シーン情報グループなどといった複数のメタ
データグループにグループ化して，上記ＫＬＶの構造にパッキングし直す。メタデータパ
ッキング部４０４は，このようにパッキングしたメタデータをメタデータエンコーダ４０
６に出力する。
【０１２０】
メタデータエンコーダ４０６は，上記メタデータパッキング部４０４からのメタデータを
エンコードする。上記のようにしてメタデータ付加装置４０に入力されてくるメタデータ
は，例えばＲＳ－２３２Ｃのプロトコル形式のデータである。このため，メタデータエン
コーダ４０６は，例えば，このメタデータを，ＨＤＳＤＩ形式の映像信号へ挿入できるよ
うに，アンシラリデータパケット形式にフォーマット変換して符号化する（図６参照）。
この符号化により，例えば，メタデータの前後には，上記説明したような各種のフラグや
ＣＲＣなどが付される。
【０１２１】
デシリアライザ４０８は，ＣＣＵ２０から入力された映像信号をシリアル－パラレル変換
して，メタデータ挿入部４１０に出力する。
【０１２２】
メタデータ挿入部４１０は，上記メタデータエンコーダ４０６から入力されたメタデータ
を，上記デシリアライザ４０８から入力されてくる映像信号のブランキング領域に，１フ
レーム毎に順次挿入していく。
【０１２３】
このとき，メタデータ挿入部４１０に入力されてくる映像信号において，例えば，ブラン
キング領域のうちカメラ設定グループに対応する領域には，図８（ａ）に示すように，上
記撮像装置１０によって予めカメラ設定グループのカメラ設定メタデータが挿入された状
態となっている。
【０１２４】
一方，このカメラ設定グループ以外の，シーン情報グループ，レンズ設定グループ，ドー
リ設定グループに対応する領域には，ダミーデータが挿入された状態となっている。この
ため，メタデータ挿入部４１０は，図８（ｂ）に示すように，例えば，かかるダミーデー
タを，実際のシーン情報メタデータ，レンズ設定メタデータ，ドーリ設定メタデータなど
にそれぞれ書き換えることで，当該メタデータの当該映像信号へのメタデータの挿入が実
現される。かかるメタデータの書き換え処理時には，メタデータ挿入部４１０は，例えば
，各メタデータグループの対応領域に付与されているグループ識別情報「Ｋ」およびデー
タ量情報「Ｌ」に基づいて，当該対応領域の検出，書き換え処理を行うので，書き換え処
理を効率的に行うことができる。また，メタデータ挿入部４１０は，このようにメタデー
タを挿入するときに，例えば，挿入するメタデータと映像信号との遅延時間の位相合わせ
を行うこともできる。
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【０１２５】
シリアライザ４１２は，上記のようにしてメタデータ挿入部４１０によってメタデータが
１フレーム毎に付加された映像信号を，パラレル－シリアル変換して，ＶＴＲ５０に送信
する。
【０１２６】
このように，本実施形態にかかるメタデータ付加装置４０は，例えば，予めカメラ設定メ
タデータが付加されている映像信号に対し，さらに，シーン情報メタデータ，レンズ設定
メタデータおよびドーリ設定メタデータを追加して付加することができる。
【０１２７】
＜４．４　ビデオテープレコーダ＞
次に，図１１に基づいて，本実施形態にかかるＶＴＲ５０について詳細に説明する。なお
，図１１は，本実施形態にかかるＶＴＲ５０の構成を示すブロック図である。
【０１２８】
図１１に示すように，ＶＴＲ５０は，例えば，ＣＰＵ５００と，メモリ部５０２と，デシ
リアライザ５０４と，信号処理部５０６と，メタデータデコーダ５０８と，記録再生ブロ
ック５１０と，ＥＣＣブロック５１２と，メタデータエンコーダ５１４と，シリアライザ
５１６と，を備える。
【０１２９】
ＣＰＵ５００は，演算処理装置および制御装置として機能し，ＶＴＲ５０の各部の処理を
制御することができる。このＣＰＵ５００には，タイムコード信号（ＬＴＣ）信号が入力
されている。また，メモリ部５０２は，例えば，各種のＲＡＭ，ＲＯＭ，フラッシュメモ
リ，ハードディスクなどの記憶装置などで構成されており，ＣＰＵ５００の処理に関する
各種データ，およびＣＰＵ５００の動作プログラム等を記憶または一時記憶する機能を有
する。
【０１３０】
デシリアライザ５０４は，メタデータ付加装置４０から入力された映像信号をシリアル－
パラレル変換して，信号処理部５０６に出力する。
【０１３１】
信号処理部５０６は，例えば，映像信号等をビデオテープ５２に対して好適に記録／再生
するために，映像信号に各種の処理を施すことができる。例えば，信号処理部５０６は，
必要に応じて，ＭＰＥＧ（Ｍｏｖｉｎｇ　Ｐｉｃｔｕｒｅ　Ｅｘｐｅｒｔｓ　Ｇｒｏｕｐ
　ｐｈａｓｅ）１，ＭＰＥＧ２，ＭＰＥＧ４，またはＤＣＴ（Ｄｉｓｃｒｅｔｅ　Ｃｏｓ
ｉｎｅ　Ｔｒａｎｓｆｏｒｍ）方式などに基づいて，映像信号を圧縮／伸張処理できる。
また，信号処理部５０６は，例えば，上記各信号の記録／再生のタイミング合わせをした
り，映像信号と音声信号を分離して，ＥＣＣ（Ｅｒｒｏｒ　Ｃｏｒｒｅｃｔｉｎｇ　Ｃｏ
ｄｅ：誤り訂正符号）を付与したりもできる。また，信号処理部５０６は，例えば，映像
信号に付加されているメタデータをフレーム単位で抽出したり，逆に，デコードされたメ
タデータを映像信号にフレーム単位で挿入したりできる。
【０１３２】
この信号処理部５０６は，例えば，メタデータ付加装置４０から入力された映像信号をそ
のままシリアライザ５１４に出力する，あるいは，ビデオテープ５２から再生された映像
信号をシリアライザ５１４に出力することができる。
【０１３３】
メタデータデコーダ５０８は，例えば，映像信号から取り出されたメタデータをデコード
する。具体的には，メタデータデコーダ５０８は，例えば，記録する上で不要な，当該メ
タデータに付与されているフラグ（Ｆｌａｇ，ＤＩＤ，ＳＤＩＤ等）およびＣＲＣ等を取
り除いて，ＣＰＵ５００に出力する。ＣＰＵ５００は，例えば，このメタデータに上記映
像信号と同様にＥＣＣを付与して，記録再生ブロック５１０に出力する。
【０１３４】
記録再生ブロック５１０は，例えば，ビデオヘッドおよび駆動メカニズム（いずれも図示
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せず。）等から構成されている。この記録再生ブロック５１０は，メタデータが付加され
た映像信号をビデオテープ５２に対して実際に記録／再生することができる。より詳細に
は，この記録再生ブロック５１０は，例えば，映像信号，音声信号およびメタデータを１
フレーム単位でセットにして，ビデオテープ５２の記録エリアに順次，記録していくこと
ができる。また，この記録再生ブロック５１０は，例えば，ビデオテープ５２の記録エリ
アに記録されている映像信号，音声信号およびメタデータを１フレーム単位でセットにし
て，順次，再生することができる。
【０１３５】
ＥＣＣブロック５１２は，例えば，上記ＥＣＣに基づいて，記録再生ブロック５１０によ
ってビデオテープ５２から再生された映像信号等の誤り検出を行う。このＥＣＣブロック
５１２は，誤り検出完了後に，例えば，再生されたメタデータをＣＰＵ５００を介してメ
タデータエンコーダ５１４に，映像信号及び音声信号を信号処理部５０６に出力する。
【０１３６】
メタデータエンコーダ５１４は，再生されたメタデータを伝送用のフォーマットにエンコ
ード（上記フラグ，ＣＲＣ等を付与）して，信号処理部５０６に出力する。信号処理部５
０６は，例えば，ＥＣＣブロック５１２から入力された映像信号及び音声信号と，上記メ
タデータエンコーダ５１４によってエンコードされたメタデータとを合わせて，シリアラ
イザ５１６に出力する。
【０１３７】
シリアライザ５１６は，信号処理部５０６から入力された映像信号等を，パラレル－シリ
アル変換して，メタデータ合成装置６０に送信する。
【０１３８】
なお，上記のように，信号処理部５０６，メタデータデコーダ５０８，ＣＰＵ５００，記
録再生ブロック５１０，ＥＣＣブロック５１２およびメタデータエンコーダ５１４などは
，本実施形態にかかる記録再生部として構成されており，メタデータが付加された映像信
号を記憶媒体に対して，記録／再生することができる。
【０１３９】
＜４．５　メタデータ合成装置＞
次に，図１２に基づいて，本実施形態にかかる特徴であるメタデータ合成装置６０につい
て詳細に説明する。なお，図１２は，本実施形態にかかるメタデータ合成装置６０の構成
を示すブロック図である。
【０１４０】
図１２に示すように，メタデータ合成装置６０は，例えば，ＣＰＵ６００と，メモリ部６
０２と，デシリアライザ６０４と，メタデータ抽出部６０６と，メタデータデコーダ６０
８と，メタデータ映像生成部６１０と，メタデータ映像合成部６１２と，シリアライザ６
１４と，を備える。
【０１４１】
ＣＰＵ６００は，演算処理装置および制御装置として機能し，メタデータ合成装置６０の
各部の処理を制御することができる。また，メモリ部６０２は，例えば，各種のＲＡＭ，
ＲＯＭ，フラッシュメモリ，ハードディスクなどの記憶装置などで構成されており，ＣＰ
Ｕ６００の処理に関する各種データ，およびＣＰＵ６００の動作プログラム等を記憶また
は一時記憶する機能を有する。
【０１４２】
デシリアライザ６０４は，ＶＴＲ５０から入力された映像信号をシリアル－パラレル変換
して，メタデータ抽出部６０６に出力する。
【０１４３】
メタデータ抽出部６０６は，例えば，映像信号のブランキング領域に挿入されているメタ
データを１フレーム毎に抽出する。このとき，メタデータ抽出部６０６は，例えば，ブラ
ンキング領域に挿入されている全てのメタデータを抽出するのではなく，例えば，特定の
メタデータグループ（例えばシーン情報グループ）飲めたデータのみを抽出したり，さら
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に，当該メタデータグループ内の特定のメタデータ（例えば，タイムコード，シーン番号
およびテイク番号）のみを抽出したりするようにしてもよい。本実施形態にかかるメタデ
ータ合成装置６０では，例えば，いかなるメタデータを抽出するかを予め設定しておくこ
とで，例えば，多様なメタデータの中から，必要な任意のメタデータを抽出することがで
きる。
【０１４４】
なお，かかるメタデータの抽出処理時には，メタデータ抽出部６０６は，各メタデータグ
ループに付与されているグループ識別情報「Ｋ」およびデータ量情報「Ｌ」に基づいて，
抽出しようとするメタデータグループの位置およびデータ量を把握できるので，必要なメ
タデータの抽出処理を効率的に行うことができる。
【０１４５】
メタデータ抽出部６０６は，例えば，このようにして抽出したメタデータをメタデータデ
コーダ６０８に出力する一方，映像信号はそのままの状態でメタデータ映像合成部６１２
に出力する。
【０１４６】
メタデータデコーダ６０８は，例えば，メタデータ抽出部６０６から入力されたメタデー
タをデコードし，メタデータ映像生成部６１０に出力する。
【０１４７】
メタデータ映像生成部６１０は，例えば，メタデータデコーダ６０８から入力されたメタ
データを，スーパーインポーズするために映像データに書き換えることができる。即ち，
メタデータデコーダ６０８でデコードされたメタデータは，例えばテキストデータ形式の
メタデータであるので，メタデータ映像生成部６１０は，このメタデータを映像データ形
式に変換する。
【０１４８】
メタデータ映像合成部６１２は，例えば，メタデータ抽出部６０６から入力された映像信
号に対して，メタデータ映像生成部６１０で映像データに変換されたメタデータをフレー
ム単位で順次，合成することができる。換言すると，このメタデータ付加部６１２は，例
えば，当該映像信号に対して，映像データ化されたメタデータをフレーム単位で多重して
，スーパーインポーズすることができる。このように，メタデータ映像合成部６１２は，
映像信号に対して，当該映像信号から抽出したメタデータを映像として合成して，上記メ
タデータ合成映像信号を生成する。
【０１４９】
シリアライザ６１２は，例えば，メタデータ映像合成部６１２から入力されたメタデータ
合成映像信号を，パラレル－シリアル変換する。さらに，シリアライザ６１２は，変換し
たメタデータ合成映像信号を表示装置７０に送信する。また，シリアライザ６１２は，例
えば，当該メタデータ合成映像信号を，リターン映像信号として，例えばＣＣＵ２０を経
由して撮像装置１０にも送信する。
【０１５０】
以上のように，メタデータ合成装置６０は，例えば，撮像装置１０によって撮影中の映像
信号，或いはＶＴＲ５０で再生された映像信号から，そのブランキング領域に挿入されて
いるメタデータを取り出して，当該映像信号に映像データとして合成（スーパーインポー
ズ等）することができる。これにより，メタデータ合成装置６０は，当該メタデータがス
ーパーインポーズ等されたメタデータ合成映像信号を生成することができる。さらに，メ
タデータ合成装置６０は，かかるメタデータ合成映像信号を，例えば，表示装置７０に送
信することができる。
【０１５１】
この結果，表示装置７０は，このようなメタデータ合成映像信号を取得し，当該メタデー
タがスーポーインポーズ等された映像を表示することができる。これにより，ディレクタ
等は，例えば，撮像装置１０によって収録中の映像，あるいは収録後にＶＴＲ５０で再生
された映像を，当該映像に関するメタデータとともに閲覧することができる。
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【０１５２】
また，メタデータ合成装置６０は，かかるメタデータ合成映像信号を，リターン映像信号
として，撮像装置１０にも送信することができる。この結果，撮像装置１０は，例えば，
自身が現在撮影中あるいは過去に撮影した映像信号に対応するリターン映像信号として，
上記メタデータ合成映像信号を受信することができる。さらに撮像装置１０は，このメタ
データ合成映像信号に基づいて，ビューファインダー等の表示部１０８に，当該メタデー
タがスーポーインポーズ等された映像を表示することができる。これにより，カメラマン
等は，例えば，撮像装置１０によって収録中の映像，あるいは収録後にＶＴＲ５０で再生
された映像を，当該映像に関するメタデータとともに閲覧することができる。
【０１５３】
＜５．映像記録方法＞
次に，図１３に基づいて，上記のようなメタデータ表示システム１を用いた本実施形態に
かかる映像記録方法について説明する。なお，図１３は，本実施形態にかかる映像記録方
法を説明するためのタイミングチャートである。
【０１５４】
図１３（ａ）に示すように，撮影が開始されると，まず，撮像装置１０には，生の映像が
，順次，入射される。すると，撮像装置１０は，０フレーム，１フレーム，２フレーム，
…とフレーム単位で映像信号を順次生成していく。このとき，撮像装置１０のＣＣＤ等は
，例えば，当該映像を例えばプログレッシブ方式でスキャンする。このため，撮像装置１
０の出力する映像信号は，撮像装置１０に入射された生の映像に対して，例えば１フレー
ム程度の遅延が生ずる。この結果，図１３（ｂ）に示すように，ＣＣＵ２０の出力も例え
ば１フレーム程度遅延する。
【０１５５】
また，上記映像信号の生成と略同時に，撮像装置１０は，カメラ設定メタデータを１フレ
ーム毎に生成し，図１３（ｂ）に示すように，対応するフレームの映像信号のブランキン
グ領域に１フレーム毎に順次挿入していく。これにより，撮像装置１０は，撮像処理を実
行して映像信号を生成しながら，当該映像信号に対して，カメラ設定グループのメタデー
タをフレーム単位で付加することができる。
【０１５６】
また，このような映像装置１０の撮影処理と同時並行して，レンズ装置１２およびドーリ
装置１４は，上記撮影処理時における設定情報を収集して，レンズ設定メタデータおよび
ドーリ設定メタデータを例えば１フレーム毎に生成し，メタデータ付加装置４０に順次出
力している。
【０１５７】
さらに，ＣＣＵ２０には，上記撮像装置１０によって生成され，カメラ設定メタデータが
１フレーム毎に付加された映像信号が，順次，入力されてくる。ＣＣＵ２０は，図１３（
ｂ）に示すように，この映像信号をメタデータ付加装置４０に順次出力していく。
【０１５８】
また，メタデータ付加装置４０は，図１３（ｃ）に示すように，ＣＣＵ２０から入力され
てくる映像信号のブランキング領域に，例えば，シーン情報メタデータ，レンズ設定メタ
データおよびドーリ設定メタデータを，１フレーム毎に順次挿入していく。また，メタデ
ータ付加装置４０は，例えば，当該映像信号に対して１フレーム毎に，タイムコード情報
をシーン情報メタデータの１つとして付加していく。このようにして，メタデータ付加装
置４０は，上記撮像装置１０による撮影処理と同時並行して，当該映像信号に対して，利
用目体に応じてグループ化されたメタデータをフレーム単位で付加することができる。
【０１５９】
さらに，ＶＴＲ５０には，図１３（ｄ）に示すように，例えば，メタデータ付加装置４０
から，メタデータが付加された映像信号が順次入力されるとともに，集音装置１８から音
声信号が順次入力されてくる。この音声信号は，例えば，一旦メモリ部５０２に貯蔵され
，当該映像信号の遅延に合わせて映像信号に同期して記録される。ＶＴＲ５０は，当該映
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像信号のメタデータをデコードした上で，当該映像信号および同期された音声信号ととも
に，ビデオテープ５２等にフレーム単位で記録していく。
【０１６０】
以上のように，本実施形態にかかる映像記録方法では，例えば，撮像装置１０による撮影
処理を実行しながら，各種のメタデータを生成してグループ化し，当該撮影処理によって
生成された映像信号に対して上記グループ化されたメタデータをフレーム単位で付加して
，記憶媒体に記録することができる。
【０１６１】
＜６．メタデータ表示方法＞
次に，図１４および図１５に基づいて，上記のようなメタデータ表示システム１を用いた
本実施形態にかかるメタデータ表示方法について説明する。なお，図１４および図１５は
，本実施形態にかかる撮像装置１０の表示部１０８に表示されたリターン映像の具体例を
示す説明図である。
【０１６２】
＜６．１　撮影・収録中のメタデータ表示方法＞
まず，上記撮影装置１０による撮影処理，およびＶＴＲ５０による収録処理中における，
当該収録中の映像信号を撮像装置１０の表示部１０８に表示させる処理について説明する
。
【０１６３】
上記図１３で説明したように，撮像装置１０の撮影中には，撮像装置１０によって生成さ
れた映像信号に対して，メタデータ付加装置４０がフレーム単位でメタデータを付加する
。このようにしてメタデータが付加された映像信号は，例えば，ＶＴＲ５０を介してメタ
データ合成装置６０にリアルタイムで入力されてくる。すると，メタデータ合成装置６０
は，例えば，設定されている抽出条件に基づいて当該映像信号から所定のメタデータをフ
レーム単位で順次，抽出して，デコードし，さらに，このメタデータを映像データ化して
当該映像信号にフレーム単位で順次，合成して，上記メタデータ合成映像信号を生成・出
力する。このメタデータ合成映像信号は，例えば，リターン映像信号として，撮像装置１
０に入力される。
【０１６４】
このようにして，カメラマンが撮像装置１０を用いて撮影しているときには，例えば，メ
タデータ合成装置６０から撮像装置１０にリターン映像信号が提供される。この結果，図
１４に示すように，撮像装置１０の表示部１０８は，例えば，カメラマンが現在撮影中の
映像（図１４の例では被写体がライオン）を表示することができる。さらに，この撮影中
の映像ととともに，例えば，メタデータ合成部６０で抽出されたシーン情報メタデータ等
を，スーパーインポーズ表示することができる。具体的には，図１４の例では，例えば，
表示画面の右上隅に，タイムコード「１２：３４：１０：１４」，撮影中の映像素材のシ
ーン番号「００１７」，撮影中の映像素材のテイク番号「０００５」が，スーパーインポ
ーズ表示されている。かかるタイムコード，シーン番号およびテイク番号等は，例えば，
従来では電子カチンコ等に表示されていた情報であり，メタデータ合成装置６０の抽出条
件を設定することで，多様なメタデータの中から抽出されたメタデータである。
【０１６５】
このようなリターン映像の表示により，カメラマンは，上記のような従来では電子カチン
コ等に表示されていたシーン情報データを，撮影中の映像とともに閲覧できる。よって，
カメラマン等は，スーパーインポーズ表示されたシーン情報データに基づいて，撮影中の
映像がいかなるシーンの，いかなるテイクの，いかなる時間のものであるかなどを，容易
に識別，確認することができる。
【０１６６】
＜６．２　撮影・収録後のメタデータ表示方法＞
次に，あるシーンの撮影・収録が終了した後に，ビデオテープ５２等に記録されている映
像信号をＶＴＲ５０により再生して，撮像装置１０の表示部１０８に表示させる処理につ
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いて説明する。
【０１６７】
上記のように，撮像装置１０によって生成され，メタデータ合成装置５０等によってメタ
データがフレーム単位で付加された映像信号は，ＶＴＲ５０によってビデオテープ５２等
の記憶媒体に記録されている。このような映像素材の撮影・収録後に，収録されている映
像素材を表示する場合には，まず，ＶＴＲ５０によって，ビデオテープ５２等に記録され
ている映像信号が再生される。このようにして再生された映像信号は，例えば，メタデー
タ合成装置６０にフレーム単位で順次入力される。すると，メタデータ合成装置６０は，
上記と同様にして，メタデータ合成映像信号を生成し，このメタデータ合成映像信号を，
例えば，リターン映像信号として，撮像装置１０に出力する。
【０１６８】
このようにして，あるシーンの撮影・収録が終了した後に，ＶＴＲ５０によって再生され
た映像信号は，例えば，メタデータ合成装置６０から撮像装置１０にリターン映像信号と
して提供される。この結果，図１５に示すように，例えば，再生された映像とともに，例
えば，メタデータ合成部６０で抽出されたメタデータを，スーパーインポーズ表示させる
ことができる。具体的には，図１５の例では，例えば，表示画面の左上隅には，例えば図
１４の場合と同様なシーン情報メタデータがスーパーインポーズ表示されている。また，
表示画面の右上隅には，当該映像素材の撮影時における撮像装置１０のシャッタスピード
設定「１／１２５」，レンズ装置１２のズーム設定「１０倍」，ドーリ装置１４の移動ス
ピード「１．２ｍ／ｓ」などのメタデータが，スーパーインポーズ表示されている。この
ように，シーン情報メタデータのみならず，カメラ設定メタデータ，レンズ設定メタデー
タおよびドーリ設定メタデータ内の必要なメタデータをも，上記メタデータ合成装置６０
の抽出条件を設定することにより，リターン映像とともに表示させることができる。
【０１６９】
このようなリターン映像の表示により，カメラマン等は，撮影・収録後に，表示部１０８
に再生表示された映像を閲覧して，メタデータを参考にしながら，自身が撮影した映像の
善し悪しをチェックできる。
【０１７０】
このとき，図１５の例のように，リターン映像内に，シーン情報メタデータがスーパーイ
ンポーズ表示されていることにより，カメラマンは，再生された映像がいかなるシーンの
，いかなるテイクの，いかなる時間のものであるかなどを，容易に識別，確認することが
できる。さらに，リターン映像内に，カメラ設定メタデータ，シーン設定メタデータ，ド
ーリ設定メタデータ等から抽出された所望のメタデータが，スーパーインポーズ表示され
ていれば，カメラマンは，映像の画質や被写体の動き，撮影条件，撮像装置１０等の設定
を客観的かつ正確に把握できる。このため，同じシーンを撮影し直すときなどに，カメラ
マンは，リターン映像の上記メタデータを参考にして，撮像装置１０等を好適に設定し直
したり，撮影するアングルやズームを好適に調整したりできる。
【０１７１】
（第２の実施の形態）
次に，本発明の第２の実施形態にかかるメタデータ表示システム１等について説明する。
第２の実施形態にかかるメタデータ表示システム１は，上記第１の実施形態にかかるメタ
データ表示システム１と比して，撮像装置１０はカメラ設定メタデータを映像信号に付加
せず，メタデータ付加装置４０が全てのメタデータをまとめて映像信号に付加する点で相
違するのみであり，その他の機能構成は第１の実施形態の場合と略同一であるので，その
説明は省略する。
【０１７２】
以下に，図１６に基づいて，本実施形態にかかるメタデータ表示システム１の全体構成お
よび各装置の特徴的な処理機能について説明する。なお，図１６は，本実施形態にかかる
メタデータ表示システム１の概略的な構成を示すブロック図である。
【０１７３】
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図１６に示すように，本実施形態にかかるメタデータ表示システム１では，例えば，ＣＣ
Ｕ２０が，撮像装置１０から取得したカメラ設定メタデータを，ＲＳ－２３２Ｃケーブル
等を介して映像信号とは別の経路でメタデータ付加装置４０に出力することができるよう
に構成されている。この構成は，撮像装置１０が，上記第１の実施形態とは異なり，メタ
データを映像信号にフレーム単位で付加できない構成である場合に有効である。
【０１７４】
より詳細に説明すると，上記第１の実施形態にかかる撮像装置１０は，図７に示したよう
にメタデータ付加部１１２を具備していたが，本実施形態にかかる撮像装置１０は，例え
ば，このメタデータ付加部１１２を備えていない。このため，本実施形態にかかる撮像装
置１０は，例えば，信号処理部１０６で生成した映像信号に対して，カメラ設定メタデー
タをフレーム単位で付加することなく，当該映像信号を送受信部１１４からＣＣＵ２０に
出力する。しかし，撮像装置１０とＣＣＵ２０と間では，例えば，光ケーブル等を介して
，撮像装置１０のカメラ設定メタデータ等の情報を通信している。このため，ＣＣＵ２０
は，必要に応じて撮像装置１０のカメラ設定メタデータを取得することができる。従って
，ＣＣＵ２０のＣＰＵ２００等は，例えば，取得したカメラ設定メタデータを，ＲＣ－２
３２Ｃケーブルなどを介して，映像とは別に，メタデータ付加装置４０に順次出力するこ
とができる。このようにＣＣＵ２０から出力されたカメラ設定メタデータは，メタデータ
付加装置４０のメタデータバッファメモリ４０３に，他のメタデータグループのメタデー
タとともに記憶される。
【０１７５】
メタデータ付加装置４０は，例えば，上記第１の実施形態と同様にして，シーン情報メタ
データ，レンズ設定メタデータおよびドーリ設定メタデータに加え，ＣＣＵ２０から取得
したカメラ設定メタデータをもグループ化する。さらに，メタデータ付加装置４０は，例
えば，これら４つのメタデータグループをパッキングしてＫＬＶ符号化した上で，ＣＣＵ
２０から入力されてくる映像信号のブランキング領域に対して，１フレーム単位で順次挿
入していく。このようにして，メタデータ付加装置４０は，例えば，映像信号に対して１
フレーム単位で全てのメタデータを同時に付加することができる。その後のＶＴＲ５０等
の処理は，上記第１の実施形態の場合と略同一であるので，説明を省略する。
【０１７６】
上記のように，第２の実施形態にかかるメタデータ表示システムでは，システム内で生成
される例えばシーン情報メタデータ，レンズ設定メタデータ，ドーリ設定メタデータおよ
びカメラ設定メタデータの全てを，メタデータ付加装置４０に集合させて，まとめて映像
信号に付加することができる。このため，例えば，メタデータを付加する機能を有してい
ない撮像装置１０を用いた場合などにも，映像信号に対してフレーム単位であらゆるメタ
データを付加することができる。
【０１７７】
また，上記のようにしてメタデータを映像信号に付加する場合であっても，本実施形態に
かかるメタデータ合成装置６０は，第１の実施形態にかかるメタデータ合成装置６０と同
様にしてメタデータ合成映像信号を生成し，リターン映像信号として撮像装置１０に提供
することができる。
【０１７８】
以上説明したように，上記第１および第２の実施形態にかかるメタデータ表示システム１
，及びこれを用いた映像記録方法及びメタデータ表示方法によれば，撮像装置１０によっ
て生成された映像信号に対して，撮影処理中にリアルタイムで，映像信号に関連するメタ
データをフレーム単位で付加して，同一記憶媒体に記録することができる。このため，従
来のように，ＰＣ等の端末装置内に記録されたメタデータと，記憶媒体中に記録された映
像素材とを，タイムコード等で間接的にリンクする必要がなくなり，映像素材とその映像
素材に関するメタデータとを，直接的にリンクさせて記録することができる。従って，映
像素材とメタデータを一体的に管理することができるので便利である。また，メタデータ
の抽出時に映像素材とメタデータの整合性をとる必要が無いので，必要なメタデータを効
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率的に抽出して利用したり，書き換えたりできる
【０１７９】
例えば，映像素材の編集段階において，映像素材が編集されてＩｎ点およびｏｕｔ点で切
り出されたとしても，対応する部分のメタデータも当該映像素材に付随して切り出される
。このため，映像素材とメタデータとの整合性をとらなくても，映像素材と同期させてメ
タデータを連続的に抽出・表示することができる。また，その後に映像素材を後処理等す
る場合でも，当該編集後の映像素材からメタデータを迅速かつ容易に抽出して，後処理等
に活用することができる。例えば，映像素材と，この映像素材に対応するメタデータとを
同時にモニタリングすることにより，オペレータは映像素材の画質，動き等を的確に把握
できる。
【０１８０】
また，撮像装置１０が可変速撮影処理することで，記録された映像信号のフレームレート
が変化している場合であっても，当該映像信号に対してフレーム単位でメタデータが付加
されているので，単位時間当たりの映像信号のフレーム数とメタデータの記録数との間に
ずれが生じることがない。よって，このような可変速撮影された映像素材にも対応して，
映像素材とメタデータとを好適にリンクすることができる。従って，可変速撮影された映
像信号から好適にメタデータを抽出して，映像とともにモニタリングできる。
【０１８１】
また，上記のようにメタデータをその利用目的に応じてグループ化して，映像信号に付加
することにより，メタデータをグループ単位で抽出，書き換え等することができる。この
ため，抽出，書き換えするメタデータのデータ量を低減することができるので，処理効率
を高めることができる。また，特定のメタデータグループのみのモニタリングや差し替え
を，容易かつ迅速に実現することができる。
【０１８２】
例えば，撮影・収録段階では，シーン情報メタデータのみを抽出して映像に多重して表示
することにより，カメラマンおよびディレクタ等は，撮像装置１０の表示部１０７や表示
装置７０を閲覧して，撮影収録中の映像素材，または収録後に再生された映像素材のイン
デックス情報（タイムコード，シーン番号，テイク番号等）を的確に把握できる。
【０１８３】
また，編集段階においてＣＧ合成処理等の後処理を行う場合には，例えば，カメラ設定メ
タデータのみを抽出して編集装置の表示装置に表示することで，映像素材の画質（明るさ
，色合い，質感等）を把握でき，一方，例えば，レンズおよびドーリ設定メタデータを抽
出して編集装置の表示装置に表示することで，撮影時における撮像装置１０および被写体
の動き等を的確に把握できる。また，映像素材の収録時におけるカメラマンまたはディレ
クタ等のコメント（撮影状況のメモ書き等）を例えばシーン情報メタデータに追加してお
くことで，撮影部署と編集部署との間等で映像素材に関する意志の疎通を図ることができ
る。
【０１８４】
また，上記のようにして各種のメタデータが合成された映像信号（メタデータ合成映像信
号）を，撮像装置１０にリターン映像として戻すことができる。このため，撮像装置１０
の表示部１０８等に，各種のメタデータがスーパーインポーズ等された映像を表示させる
ことができる。換言すると，撮像装置１０の表示部１０８は，撮影された映像素材とこの
映像素材に関連するメタデータとを，フレーム単位で同期させて表示することができる。
【０１８５】
具体的には，撮影収録中の映像に対して，従来では電子カチンコ等に表示されていたシー
ン情報メタデータ（タイムコード，シーン番号，テイク番号等）等を合成して，リターン
映像として撮像装置１０で表示させることができる。これにより，カメラマンは，このシ
ーン情報メタデータ等を，撮影中の映像とともに閲覧できる。このため，カメラマンは，
撮影中の映像のインデックス情報を的確に把握しながら，好適に撮影を行うことができる
。
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【０１８６】
また，収録後にＶＴＲ５０等で再生された映像に対して，上記シーン情報メタデータ，カ
メラ設定メタデータ，レンズ設定メタデータ，ドーリ設定メタデータ等のうち必要なメタ
データを合成して，リターン映像として撮像装置１０で表示させることができる，これに
より，カメラマンは，撮影・収録後に，表示部１０８に再生表示された映像を閲覧しなが
ら，収録された映像のシーン番号やテイク番号等のインデックス情報を確認したり，当該
映像の撮影時における各種機器の設定情報や，当該映像の画質，被写体等の動きに関する
メタデータを客観的かつ正確に把握したりできる。このため，上記各種のメタデータを参
考にしながら，撮影された映像の善し悪し，修正点等をチェックできる。このため，同じ
シーンを撮影し直すときなどに，カメラマンは，リターン映像の上記メタデータを参考に
して，撮像装置１０等を好適に設定し直したり，撮影するアングルやズームを好適に調整
したりできる。
【０１８７】
以上，添付図面を参照しながら本発明の好適な実施形態について説明したが，本発明はか
かる例に限定されない。当業者であれば，特許請求の範囲に記載された技術的思想の範疇
内において各種の変更例または修正例に想到し得ることは明らかであり，それらについて
も当然に本発明の技術的範囲に属するものと了解される。
【０１８８】
例えば，上記第１および第２の実施形態にかかるメタデータ表示システム１では，メタデ
ータ付加装置４０は，撮像装置１０，ＣＣＵ２０およびＶＴＲ５０等とは，別体のハード
ウェアとして構成されていたが，本発明は，かかる例に限定されない。例えば，メタデー
タ付加装置４０は，撮像装置１０，ＣＣＵ２０またはＶＴＲ５０等のいずれか１つまたは
複数と，一体に構成されるように変更してもよい。
【０１８９】
また，上記実施形態では，メタデータ合成装置６０は，ＶＴＲ５０等とは，別体のハード
ウェアとして構成されていたが，本発明は，かかる例に限定されない。例えば，メタデー
タ合成装置６０は，ＶＴＲ５０等と一体に構成されるように変更してもよい。
【０１９０】
かかるメタデータ付加装置４０およびメタデータ合成装置６０の変更例について，以下に
具体例を挙げて説明する。
【０１９１】
まず，図１７に基づいて，変更例１にかかるメタデータ表示システム１の構成について説
明する。なお，図１７は，変更例１にかかるメタデータ表示システム１の概略的な構成を
示すブロック図である。
【０１９２】
図１７に示すように，変更例１にかかるメタデータ表示システム１では，メタデータ付加
装置４０が，ＶＴＲ５０等の映像信号記録再生装置に内蔵されている。このため，シーン
情報メタデータ，レンズ設定メタデータおよびドーリ設定メタデータ等は，レンズ装置１
２，ドーリ装置１４およびメタデータ入力用端末装置３０等から，ＲＳ－２３２Ｃケーブ
ル等を介してＶＴＲ５０に入力されている。ＶＴＲ５０に内蔵されたメタデータ付加装置
４０の処理機能は，例えば，上記第１の実施形態にかかるメタデータ付加装置４０の処理
機能と略同一であり，入力された各種のメタデータをグループ化してＫＬＶ符号化し，映
像信号にフレーム単位で付加することができる。
【０１９３】
また，変更例１にかかるメタデータ表示システム１では，メタデータ合成装置６０もまた
，ＶＴＲ５０等の映像信号記録再生装置に内蔵されている。ＶＴＲ５０に内蔵されたメタ
データ合成装置６０の処理機能は，例えば，上記第１の実施形態にかかるメタデータ合成
装置６０の処理機能と略同一であり，入力された映像信号からフレーム単位でメタデータ
を抽出，デコードして，映像信号に合成することができる。このように，メタデータ付加
装置４０とメタデータ合成装置６０とＶＴＲ５０とを一体化して構成しても良い。



(30) JP 4332365 B2 2009.9.16

10

20

30

40

50

【０１９４】
次に，図１８に基づいて，変更例２にかかるメタデータ表示システム１の構成について説
明する。なお，図１８は，変更例２にかかるメタデータ表示システム１の概略的な構成を
示すブロック図である。
【０１９５】
図１８に示すように，変更例２にかかるメタデータ表示システム１では，メタデータ付加
装置４０が，撮像装置１０に内蔵されている。このため，シーン情報メタデータ，レンズ
設定メタデータおよびドーリ設定メタデータ等は，レンズ装置１２，ドーリ装置１４およ
びメタデータ入力用端末装置３０等から，ＲＳ－２３２Ｃケーブル等を介して撮像装置１
０に入力されている。撮像装置１０に内蔵されたメタデータ付加装置４０の処理機能は，
例えば，上記第１の実施形態にかかるメタデータ付加部１１２の処理機能（カメラ設定メ
タデータを映像信号に付加する機能）と，メタデータ付加装置４０の処理機能（シーン情
報設定メタデータ，レンズ設定メタデータおよびレンズ設定メタデータを映像信号に付加
する機能）とを合わせた処理機能である。詳細には，撮像装置１０に内蔵されたメタデー
タ付加装置４０は，例えば，上記４つのメタデータをグループ化してＫＬＶ符号化し，映
像信号にフレーム単位で付加することができる。このように，メタデータ付加装置４０と
撮像装置１０とを一体化して構成し，撮像装置１０において，カメラ設定メタデータ，シ
ーン情報設定メタデータ，レンズ設定メタデータおよびドーリ設定メタデータのすべてを
，映像信号に付加するようにしてもよい。
【０１９６】
また，変更例２にかかるメタデータ表示システム１では，メタデータ合成装置６０は，変
更例１の場合と同様に，ＶＴＲ５０等の映像信号記録再生装置に内蔵されている。このよ
うに，メタデータ合成装置６０とＶＴＲ５０とを一体化して構成しても良い。
【０１９７】
上記のように，メタデータ付加装置４０をＶＴＲ５０等または撮像装置１０などに内蔵し
たり，メタデータ合成装置５０をＶＴＲ５０等に内蔵したりすることにより，システム内
の機器数を低減し，機器間の接続の手間等を省力化することができる。
【０１９８】
また，変更例１および変更例２にかかるメタデータ表示システム１では，例えば，ＣＣＵ
２０が設けられておらず，撮像装置１０からＶＴＲ５０に対して，ＨＤ　ＳＤＩケーブル
等を介して映像信号が送信されている。このように，ＣＣＵ２０の処理機能を撮像装置１
０が備えるように構成しても勿論よい。
【０１９９】
さらに，図示はしないが，撮像装置１０を，例えば，映像信号を記憶媒体に記録する機能
を備えた撮像装置（カムコーダ等）として構成してもよい。これにより，撮像装置１０が
，例えば，上記ＣＣＵ２０，メタデータ付加装置４０，ＶＴＲ５０，メタデータ合成装置
６０の全ての機能を備えるように構成することもできる。
【０２００】
また，上記実施形態では，レンズ装置１２が生成したレンズ設定メタデータは，ＲＳ－２
３２Ｃケーブル等を介して出力され，メタデータ付加装置４０で映像信号に付加されたが
，本発明はかかる例に限定されない。例えば，撮像装置１０本体との間でレンズの設定情
報等を通信可能なレンズ装置１２を採用して，レンズ装置１２から撮像装置１０本体に対
して，レンズ設定メタデータ等を直接入力するように構成してもよい。これにより，撮像
装置１０のメタデータ付加部１１２が，例えば，カメラ設定メタデータのみならず，レン
ズ装置１２から取得したレンズ設定メタデータをも映像信号に付加するように構成するこ
ともできる。
【０２０１】
また，上記実施形態では，機器間で各種メタデータ等の通信を行うインターフェースとし
て，ＲＳ－２３２Ｃを採用していたが，かかる例に限定されず，例えば，ＵＳＢ（Ｕｎｉ
ｖｅｒｓａｌ　Ｓｅｒｉａｌ　Ｂｕｓ），ＳＣＳＩ（Ｓｍａｌｌ　Ｃｏｍｐｕｔｅｒ　Ｓ
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ｙｓｔｅｍ　Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ），シリアルＳＣＳＩ，ＧＰ－ＩＢ（Ｇｅｎｅｒａｌ　
Ｐｕｒｐｏｓｅ　Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ　Ｂｕｓ）などの各種のインターフェースを利用し
てもよい。また，上記機器間では，有線通信に限られず，例えば，無線通信によりメタデ
ータ及び／又は映像信号等を伝送してもよい。
【０２０２】
また，上記実施形態では，メタデータ表示システム内で生成される各種のメタデータは，
シーン情報グループ，カメラ設定グループ，レンズ設定グループ，ドーリ設定グループか
らなる４つメタデータグループにグループ分けされていたが，本発明はかかる例に限定さ
れない。例えば，レンズ設定グループとドーリ設定グループとを１つにまとめて，レンズ
・ドーリ設定グループするなど，上記４つのメタデータグループをその利用目的に応じて
任意に組み合わせても良い。また，上４つのメタデータグループの全てを設ける必要もな
く，例えば，上記のうちの１つ以上のメタデータグループを設けるようにしても良い。
【０２０３】
また，上記以外の新たなメタデータグループを設けてもよい。具体的には，例えば，音声
情報グループを設け，この音声情報グループ内に，録音方式情報（ステレオ，モノラル，
サラウンド等），録音内容情報（マイク１は背景音を録音し，マイク２は俳優の音声を録
音している等）などの音声関連情報メタデータをグループ化してもよい。
【０２０４】
また，例えば，メタデータ表示システム１内に複数台の撮像装置１０が設けられている場
合には，かかる複数台の撮像装置１０に対して，上記リターン映像を提供するようにして
もよい。これにより，各撮像装置１０のカメラマンは，上記リターン映像が撮像装置１０
の表示部１０８に表示開始されたことを合図として，各々の撮像処理を開始することがで
きる。
【０２０５】
【発明の効果】
　以上説明したように，本発明によれば，メタデータの利用目的に応じて，必要なメタデ
ータをグループ単位で好適に抽出して，表示することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】図１は，第１の実施形態にかかるメタデータ表示システムの概略的な構成を示す
ブロック図である。
【図２】図２は，第１の実施形態にかかるシーン情報グループに含まれるシーン情報メタ
データの具体例を示す説明図である。
【図３】図３は，第１の実施形態にかかるカメラ設定グループに含まれるカメラ設定メタ
データの具体例を示す説明図である。
【図４】図４は，第１の実施形態にかかるレンズ設定グループに含まれるレンズ設定メタ
データの具体例を示す説明図である。
【図５】図５は，第１の実施形態にかかるドーリ設定グループに含まれるカメラ設定メタ
データの具体例を示す説明図である。
【図６】図６は，第１の実施形態にかかるメタデータフォーマットを説明するための説明
図である。
【図７】図７は，第１の実施形態にかかる撮像装置の構成を示すブロック図である。
【図８】図８は，第１の実施形態にかかる映像信号にメタデータを付加する態様を説明す
るための説明図である。
【図９】図９は，第１の実施形態にかかるカメラコントロールユニットの構成を示すブロ
ック図である。
【図１０】図１０は，第１の実施形態にかかるメタデータ付加装置の構成を示すブロック
図である。
【図１１】図１１は，第１の実施形態にかかるビデオテープレコーダの構成を示すブロッ
ク図である。
【図１２】図１２は，第１の実施形態にかかるメタデータ合成装置の構成を示すブロック
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【図１３】図１３は，第１の実施形態にかかる映像記録方法を説明するためのタイミング
チャートである。
【図１４】図１４は，第１の実施形態にかかる撮像装置の表示部に表示された撮影収録中
のリターン映像の具体例を示す説明図である。
【図１５】図１５は，第１の実施形態にかかる撮像装置の表示部に表示された収録後のリ
ターン映像の具体例を示す説明図である。
【図１６】図１６は，第２の実施形態にかかるメタデータ表示システムの概略的な構成を
示すブロック図である。
【図１７】図１７は，変更例１にかかるメタデータ表示システムの概略的な構成を示すブ
ロック図である。
【図１８】図１８は，変更例２にかかるメタデータ表示システムの概略的な構成を示すブ
ロック図である。
【符号の説明】
１　：　メタデータ表示システム
１０　：　撮像装置
１２　：　レンズ装置
１４　：　ドーリ装置
１８　：　集音装置
２０　：　カメラコントロールユニット
３０　：　メタデータ入力用端末装置
４０　：　メタデータ付加装置
５０　：　ビデオテープレコーダ
５２　：　ビデオテープ
６０　：　メタデータ合成装置
７０　：　表示装置
１０４　：　撮像部
１０８　：　表示部
１１０　：　カメラ設定メタデータ生成部
１１２　：　メタデータ付加部
１２６　：　レンズ設定メタデータ生成部
１４４　：　ドーリ設定メタデータ生成部
４０３　：　メタデータバッファメモリ
４０６　：　メタデータパッキング部
４０８　：　メタデータエンコーダ
４１０　：　メタデータ挿入部
５０６　：　信号処理部
５０８　：　メタデータデコーダ
５１４　：　メタデータエンコーダ
６０６　：　メタデータ抽出部
６０８　：　メタデータデコーダ
６１０　：　メタデータ映像生成部
６１２　：　メタデータ映像合成部
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