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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　編集対象の映像信号を記録した再生側記憶手段より、大まかに設定されたイン点近傍お
よびアウト点近傍の映像信号を選択的に入力して記憶する作業用の記憶手段と、
　前記作業用の記憶手段に記録した前記イン点近傍およびアウト点近傍の映像信号をプレ
ビューさせ、入力手段を介して検出されるオペレータの操作に応動して、前記大まかに設
定されたイン点および／またはアウト点の変更を受け付けて前記イン点及びアウト点を詳
細に設定し、編集リストを作成する編集リスト作成手段と、
　前記編集リストに基づいて、前記再生側記憶手段の動作を制御して、前記編集対象の映
像信号を編集する編集制御手段と
　を備えることを特徴とする編集装置。
【請求項２】
　前記編集リスト作成手段は、
　入力手段を介して検出されるオペレータの操作に応動して、特殊効果に関する情報を取
得し、前記編集リストに前記特殊効果に関する情報を含ませる
　ことを特徴とする請求項１に記載の編集装置。
【請求項３】
　前記作業用の記憶手段に前記映像信号を記録する際に、前記映像信号の解像度を低減す
る
　ことを特徴とする請求項１に記載の編集装置。
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【請求項４】
　前記プレビューの際に、
　所定の表示手段を介して、前記作業用の記憶手段に記録した前記映像信号を再生してプ
レビューの映像を表示し、
　前記作業用の記憶手段に記録されていない前記映像信号については、前記作業用の記憶
手段に記録された映像信号による静止画を表示する
　ことを特徴とする請求項１に記載の編集装置。
【請求項５】
　前記プレビューの際に、
　所定の表示手段を介して、前記作業用の記憶手段に記録した前記映像信号を再生してプ
レビューの映像を表示し、
　前記作業用の記憶手段に記録されていない前記映像信号については、前記再生側記憶手
段に記憶された映像信号のタイムコードを表示する
　ことを特徴とする請求項１に記載の編集装置。
【請求項６】
　前記編集制御手段は、
　前記特殊効果に関する情報に基づいて、前記再生側記憶手段から映像信号を前記作業用
の記憶手段に取り込み、取り込んだ映像信号をフィルタリング処理して出力する
　ことを特徴とする請求項２に記載の編集装置。
【請求項７】
　前記特殊効果に関する情報は、
　特殊効果による遷移を有するイン点およびアウト点を含み、
　前記編集制御手段は、
　前記特殊効果による遷移を有するイン点および前記アウト点により定義される遷移期間
の映像信号を前記再生側記憶手段から前記作業用の記憶手段に取り込み、前記取り込んだ
遷移期間の映像信号をフィルタリング処理して出力する
　ことを特徴とする請求項６に記載の編集装置。
【請求項８】
　前記編集制御手段により編集された映像信号を記録する記録側記憶手段を備え、
　前記編集制御手段は、
　前記編集リストに特殊効果に関する情報が含まれる場合、前記遷移期間の映像信号を前
記作業用の記憶手段から読み出して前記記録側記憶手段に出力し、
　前記遷移期間の映像信号以外の映像信号を前記再生側記憶手段から読み出して前記記録
側記憶手段に出力する
　ことを特徴とする請求項７に記載の編集装置。
【請求項９】
　前記フィルタリング処理は、
　複数の映像信号を合成して出力する処理でなる
　ことを特徴とする請求項６に記載の編集装置。
【請求項１０】
　前記編集リスト作成手段は、
　前記プレビューの際に、前記プレビューされている映像信号に対応する帯グラフを表示
すると共に、前記イン点および前記アウト点のタイムコードを前記帯グラフの近傍に表示
させる
　ことを特徴とする請求項１に記載の編集装置。
【請求項１１】
　前記編集リスト作成手段は、
　前記プレビューの際に、１以上の前記特殊効果に対応したアイコンを表示させ、
　入力手段を介して検出されるオペレータの前記アイコンに対する操作に応動して、前記
プレビューされている映像信号に対応する特殊効果に関する情報を取得する
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　ことを特徴とする請求項２に記載の編集装置。
【請求項１２】
　編集対象の映像信号を記録した第１の記憶領域から、選択的に入力される大まかに設定
されたイン点近傍およびアウト点近傍の映像信号を第２の記憶領域に記憶させる記憶制御
手段と、
　前記第２の記憶領域に記録した前記イン点近傍およびアウト点近傍の映像信号をプレビ
ューさせ、入力手段を介して検出されるオペレータの操作に応動して、前記イン点および
／またはアウト点の変更を受け付けて前記イン点及びアウト点を詳細に設定し、編集リス
トを作成する編集リスト作成手段と、
　前記編集リストに基づいて、前記第１の記憶領域に記録された前記映像信号を選択的に
再生して、前記編集対象の映像信号を編集する編集制御手段と
　を備えることを特徴とする編集装置。
【請求項１３】
　前記編集リスト作成手段は、
　入力手段を介して検出されるオペレータの操作に応動して、特殊効果に関する情報を取
得し、前記編集リストに特殊効果に関する情報を含ませる
　ことを特徴とする請求項１２に記載の編集装置。
【請求項１４】
　前記編集制御手段は、
　前記特殊効果に関する情報に基づいて、前記第１の記憶領域から映像信号を前記第２の
記憶領域に取り込み、取り込んだ映像信号をフィルタリング処理して出力する
　ことを特徴とする請求項１３に記載の編集装置。
【請求項１５】
　前記特殊効果に関する情報は、
　特殊効果による遷移を有するイン点およびアウト点を含み、
　前記編集制御手段は、
　前記特殊効果による遷移を有するイン点および前記アウト点により定義される遷移期間
の映像信号を前記第１の記憶領域から前記第２の記憶領域に取り込み、前記取り込んだ遷
移期間の映像信号をフィルタリング処理して出力する
　ことを特徴とする請求項１４に記載の編集装置。
【請求項１６】
　前記編集制御手段により編集された映像信号を記録する記録側記憶手段を備え、
　前記編集制御手段は、
　前記編集リストに特殊効果に関する情報が含まれる場合、前記遷移期間の映像信号を前
記第２の記憶領域から読み出して前記記録側記憶手段に出力し、
　前記遷移期間の映像信号以外の映像信号を前記第１の記憶領域から読み出して前記記録
側記憶手段に出力する
　ことを特徴とする請求項１５に記載の編集装置。
【請求項１７】
　編集対象の映像信号を記録した再生側記憶手段より、選択的に入力される大まかに設定
されたイン点近傍およびアウト点近傍の映像信号を作業用の記憶手段に記憶する映像信号
記憶のステップと、
　前記作業用の記憶手段に記録した前記イン点近傍およびアウト点近傍の映像信号をプレ
ビューさせ、入力手段を介して検出されるオペレータの操作に応動して、前記イン点およ
び／またはアウト点の変更を受け付けて前記イン点及びアウト点を詳細に設定し、編集リ
ストを作成する編集リスト作成のステップと、
　前記編集リストに基づいて、前記再生側記憶手段の動作を制御して、前記編集対象の映
像信号を編集する編集制御のステップと
　を備えることを特徴とする編集方法。
【請求項１８】
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　編集対象の映像信号を記録した第１の記憶領域から、選択的に入力される大まかに設定
されたイン点近傍およびアウト点近傍の映像信号を第２の記憶領域に記憶させる映像信号
記憶のステップと、
　前記第２の記憶領域に記録した前記イン点近傍および前記アウト点近傍の映像信号をプ
レビューさせ、入力手段を介して検出されるオペレータの操作に応動して、前記イン点お
よび／またはアウト点の変更を付け付けて前記イン点及びアウト点を詳細に設定し、編集
リストを作成する編集リスト作成のステップと、
　前記編集リストに基づいて、前記第１の記憶領域に記録された前記映像信号を選択的に
再生して、前記編集対象の映像信号を編集する編集制御のステップと
　を備えることを特徴とする編集方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、編集装置及び編集方法に関し、特にパーソナルコンピュータ等の情報機器を用
いた簡易な編集システムに適用することができる。本発明は、編集点の設定処理に必要な
部分的な映像信号についてのみ、作業用の記憶手段に転送し、この部分的な映像信号によ
りプレビューすることにより、簡易な構成で、種々の編集処理を実行できるようにする。
【０００２】
【従来の技術】
従来、放送局等においては、大容量のハードディスク装置に編集対象の映像信号を記録し
て編集処理するようになされている。
【０００３】
すなわちこのような設備に適用される編集装置は、大容量のハードディスク装置を有し、
複数の磁気テープ等に記録されたオリジナルのビデオ素材をこの大容量のハードディスク
装置に記録する。編集現場においては、このハードディスク装置に記録されたビデオ素材
により編集リストを作成し、この編集リストに従ってハードディスク装置に記録されたビ
デオ素材を編集してビデオテープレコーダ等により記録するようになされている。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
ところでパーソナルコンピュータ等の情報機器を使用して、簡易に、この種の編集作業を
実行することができれば、便利であると考えられる。この場合、従来の編集装置と同様に
、オリジナルのビデオ素材をパーソナルコンピュータに記録し直して編集処理することが
考えられる。
【０００５】
ところがこのようにするとパーソナルコンピュータ側に極めて大容量のハードディスク装
置を用意する必要があり、簡易にこの種の編集システムを構築できない問題がある。
【０００６】
この問題を解決する１つの方法として、パーソナルコンピュータ側には、編集リスト作成
用に解像度を低減したオリジナルのビデオ素材を記録する方法が考えられる。すなわちこ
のようにしてデータ量を低減したビデオ素材により編集リストを作成し、この編集リスト
に従って元のオリジナルのビデオ素材を編集する方法である。ところがこの方法の場合、
パーソナルコンピュータ側に記録するデータ量を低減し得るものの、結局、大容量のハー
ドディスク装置が必要になる問題がある。
【０００７】
本発明は以上の点を考慮してなされたもので、簡易な構成で、種々の編集処理を実行する
ことができる編集装置及び編集方法を提案しようとするものである。
【０００８】
【課題を解決するための手段】
かかる課題を解決するため本発明においては、編集対象の映像信号を記録した再生側記憶
手段より、編集点近傍の映像信号を選択的に入力して作業用の記憶手段に記録し、この作
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業用の記憶手段に記録した映像信号をプレビューして編集リストを作成する。
【０００９】
編集対象の映像信号を記録した再生側記憶手段より、編集点近傍の映像信号を選択的に入
力して作業用の記憶手段に記録すれば、小容量の作業用記憶手段によりプレビューの処理
に必要な映像信号を記録することができる。従ってこの作業用の記憶手段に記録した映像
信号をプレビューして編集リストを作成すれば、その分簡易な構成により編集処理を実行
することができる。
【００１０】
【発明の実施の形態】
以下、適宜図面を参照しながら本発明の実施の形態を詳述する。
【００１１】
図２は、本発明の実施の形態に係る編集装置を示す略線図である。この編集装置１は、編
集用の処理プログラムをハードディスク装置２に格納したパーソナルコンピュータ３に、
再生側ビデオテープレコーダ５及び記録側ビデオテープレコーダ６を接続して形成される
。
【００１２】
ここでパーソナルコンピュータ３は、所定の拡張スロットにビデオキャプチャーボード７
を装着し、このビデオキャプチャーボード７を介して再生側ビデオテープレコーダ５、記
録側ビデオテープレコーダ６と接続される。これによりパーソナルコンピュータ３は、表
示装置８に表示したグラフィカルユーザーインターフェース（ＧＵＩ：Graphical User I
nterface）に従ってオペレータが所定の操作を実行すると、再生側ビデオテープレコーダ
５、記録側ビデオテープレコーダ６に制御コマンドＤＣを発行し、これら再生側ビデオテ
ープレコーダ５、記録側ビデオテープレコーダ６の動作を制御すると共に、再生側ビデオ
テープレコーダ５で再生した映像信号ＳＶを取り込んで処理し、また必要に応じて記録側
ビデオテープレコーダ６で記録する。
【００１３】
編集装置１は、このようにして周辺装置を制御してパーソナルコンピュータ３により一連
の処理手順を実行することにより、編集リストを作成し、また作成した編集リストに従っ
て記録側ビデオテープレコーダ６に編集結果を記録する。
【００１４】
図３は、パーソナルコンピュータ３の機能ブロックを示すブロック図である。外部ディバ
イスコントローラ２Ａは、編集サブシステム２Ｂの制御により、外部機器でなる再生側ビ
デオテープレコーダ５、記録側ビデオテープレコーダ６の動作を制御し、これによりこれ
らビデオテープレコーダ５及び６の動作を切り換えて、頭出しし、記録、再生、調走等の
動作を実現する。
【００１５】
入出力管理部２Ｃは、編集サブシステム２Ｂの制御により、再生側ビデオテープレコーダ
５、記録側ビデオテープレコーダ６との間で、映像信号及びオーディオ信号の入出力を管
理する。この入出力において、入出力管理部２Ｃは、ビデオキャプチャーボード７に配置
されたアナログディジタル変換回路（Ａ／Ｄ）２ＣＡにより順次入力される映像信号をア
ナログディジタル変換処理してディジタルビデオ信号を生成し、このディジタルビデオ信
号を編集サブシステム２Ｂに出力する。
【００１６】
このとき入出力管理部２Ｃは、編集サブシステム２Ｂの指示により、同様に、ビデオキャ
プチャーボード７に配置された間引き回路２ＣＢによりディジタルビデオ信号のビデオデ
ータを間引きし、これによりこのディジタルビデオ信号の解像度を低減して、ディジタル
ビデオ信号のデータ量を低減する。
【００１７】
また入出力管理部２Ｃは、編集サブシステム２Ｂより出力されるディジタルビデオ信号を
受け、ビデオキャプチャーボード７に配置されたディジタルアナログ変換回路（Ｄ／Ａ）
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２ＣＣにより映像信号に変換して出力する。このような映像信号の入出力において、入出
力管理部２Ｃは、映像信号に付加されたタイムコードを抽出して編集サブシステムに出力
する。また記録側ビデオテープレコーダ６に編集サブシステムより出力されるタイムコー
ドを出力する映像信号に付加する。
【００１８】
ストレージ管理部２Ｄは、編集サブシステム２Ｂにより制御されてハードディスク装置２
の動作を制御し、入出力管理部２Ｃより入力される映像信号、オーディオ信号をハードデ
ィスク装置２に記録し、またこのハードディスク装置２に記録した映像信号、オーディオ
信号を再生して出力する。
【００１９】
編集サブシステム２Ｂは、編集処理に必要な主要モジュールにより構成される。このモジ
ュールのうちの、タイムコード管理部２ＢＡは、編集対象、編集結果のタイムコードを管
理する。この管理において、タイムコード管理部２ＢＡは、編集リストの作成に必要な拡
張タイムコード、タイムコードマップを作成し、これら拡張タイムコード、タイムコード
マップに基づいて編集リストを管理する。なおここで拡張タイムコードは、編集対象を記
録したビデオカセットと共に、編集対象でなる映像信号を特定する、この編集システムに
特有のタイムコードである。
【００２０】
ＧＵＩ管理部２ＢＢは、表示装置８に表示するグラフィカルユーザインターフェースを管
理し、編集処理部２ＢＣの制御に従って表示装置８の表示を切り換え、またこの表示画面
上におけるオペレータの操作を編集処理部２ＢＣに通知する。
【００２１】
ビュアー２ＢＤは、編集処理部２ＢＣの制御より、ストレージ管理部２Ｄに要求を発行し
、ハードディスク装置２に格納された映像信号を、表示装置８に形成された所定のウイン
ドウに表示する。なお、オーディオ信号については、所定の再生ハードウエアに供給する
。編集装置１では、これによりプレビューの映像を確認できるようになされている。
【００２２】
特殊効果フィルタ２ＢＥは、この編集装置１で付加する特殊効果に対応して複数種類用意
され、オペレータの指定に対応した編集処理部２ＢＣの制御により、映像信号に各種の効
果を付与する。なおこの実施の形態では、この特殊効果フィルタ２ＢＥによりワイプ、デ
ィゾルブ等の処理を実行できるようになされている。
【００２３】
編集処理部２ＢＣは、ＧＵＩ管理部２ＢＢからの通知に従って、各種モジュールを制御し
、これによりこの編集装置１において、編集リストの作成処理等を実行する。
【００２４】
バッチ処理管理部２ＢＦは、編集処理部２ＢＣの制御により、編集リストに従ってバッチ
処理のスケジュール管理を実行し、このスケジュール管理に従って外部ディバイスコント
ローラ２Ａを制御する。これによりバッチ処理管理部２ＢＦは、再生側ビデオテープレコ
ーダ５に対してビデオカセットを頻繁に装配転しなくても、複数の磁気テープに記録され
た映像信号を編集して記録側ビデオテープレコーダ６に記録できるようになされている。
【００２５】
図４は、一連の編集作業における編集処理部２ＢＣの処理手順を示すフローチャートであ
る。すなわち編集処理部２ＢＣは、オペレータが編集装置１の電源を立ち上げて表示装置
８上で所定のメニューを選択すると、この処理手順を開始し、ステップＳＰ１からステッ
プＳＰ２に移る。ここで編集処理部２ＢＣは、ＧＵＩ管理部２ＢＢを制御して表示装置８
に所定のメニュー画面を表示する。さらに編集処理部２ＢＣは、このメニュー画面の操作
に応動してオペレータにより大まかなイン点及びアウト点の設定を受け付け、この大まか
なイン点及びアウト点を基準にして編集作業用のビデオ素材を入力する。
【００２６】
すなわち編集処理部２ＢＣは、図１に示すように、このビデオ素材の入力処理において、
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ステップＳＰ３からステップＳＰ４に移り、テープＩＤを取得する。ここでテープＩＤは
、ビデオ素材を記録した磁気テープの識別コードであり、編集処理部２ＢＣは、各磁気テ
ープの先頭部分に記録された管理用データに基づいて、テープＩＤを取得する。なおこの
管理用データによりテープＩＤを取得できない場合、編集処理部２ＢＣは、ＧＵＩ管理部
２ＢＢを制御してオペレータにテープＩＤの入力を促し、これによりテープＩＤを取得す
る。
【００２７】
続いて編集処理部２ＢＣは、ステップＳＰ５に移り、イン点近傍素材オブジェクトを生成
する。ここでこの実施の形態において、編集装置１は、図５に示すように、オペレータの
設定したイン点Ｓ及びアウト点Ｅ間の編集素材について、それぞれイン点Ｓ及びアウト点
Ｅを中心にした所定期間のビデオ信号ＩＳ及びＯＳを取り込み、この取り込んだ素材によ
りプレビュー等の処理を実行する。
【００２８】
イン点近傍素材オブジェクトＩＳは、このうちのイン点Ｓを中心にした所定期間のビデオ
信号であり、編集処理部２ＢＣは、図６に示す処理手順を実行して、このイン点近傍素材
オブジェクトＩＳを入力する。すなわち編集処理部２ＢＣは、ステップＳＰ６からステッ
プＳＰ７に移り、ここで外部ディバイスコントローラ２Ａを介して再生側ビデオテープレ
コーダ５に再生を指示する。
【００２９】
このとき編集処理部２ＢＣは、オペレータの設定したイン点Ｓより所定期間だけ逆上った
位置に磁気テープを巻き戻しした後、再生側ビデオテープレコーダ５を再生し、続くステ
ップＳＰ８において、タイムコード管理部２ＢＡを介して得られるタイムコードに基づい
て、再生側ビデオテープレコーダ５の再生位置が、イン点より所定期間ｔＳ０だけ手前の
位置に到達したか否か判断する。
【００３０】
ここで否定結果が得られると、編集処理部２ＢＣは、ステップＳＰ８を繰り返すのに対し
、再生側ビデオテープレコーダ５の再生位置が、イン点より所定期間ｔＳ０だけ手前の位
置に到達すると、ステップＳＰ８において肯定結果が得られることにより、ステップＳＰ
９に移る。ここで編集処理部２ＢＣは、テープ内ＩＤを取得し、イン点近傍素材オブジェ
クトの開始点タイムコードＳ０（図５）を取得する。ここでテープ内ＩＤは、テープ内に
おけるビデオ素材を識別する識別コードであり、この実施の形態では、オペレータの設定
したイン点及びアウト点の順序で、この磁気テープ内で連続する番号が設定されるように
なされている。
【００３１】
続いて編集処理部２ＢＣは、ステップＳＰ１０に移り、入出力管理部２Ｃを制御して、再
生側ビデオテープレコーダ５で再生した映像信号を１フレーム分取り込む。ここでこの映
像信号の取り込みにおいて、編集処理部２ＢＣは、図７に示すように、ステップＳＰ１１
からステップＳＰ１２に移り、入出力管理部２Ｃのアナログディジタル変換回路２ＣＡを
起動し、順次入力される映像信号をディジタルビデオ信号に変換できるようにする。続い
て編集処理部２ＢＣは、ステップＳＰ１３に移り、アナログディジタル変換回路２ＣＡの
後段に配置されたフレームバッファに、ディジタルビデオ信号を１フレーム分蓄積する。
【００３２】
続いて編集処理部２ＢＣは、ステップＳＰ１４に移り、間引き回路２ＣＢを起動し、フレ
ームバッファに蓄積したディジタルビデオ信号の解像度を低減する。続くステップＳＰ１
５において、編集処理部２ＢＣは、この解像度を低減したディジタルビデオ信号をハード
ディスク装置２に記録し、既存の編集用ファイルに追加した後、ステップＳＰ１６に移っ
て処理手順を終了する。
【００３３】
このようにして１フレーム分、映像信号を取り込むと、編集処理部２ＢＣは、ステップＳ
Ｐ１７に移り（図６）、再生側ビデオテープレコーダ５における再生位置がイン点Ｓより
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所定時間ｔＳ１だけ経過した位置か否か判断する。ここで否定結果が得られると、編集処
理部２ＢＣは、ステップＳＰ１０に戻り、続く映像信号を１フレーム分取り込む。これに
より編集処理部２ＢＣは、ステップＳＰ１０－ＳＰ１７－ＳＰ１０の処理手順を繰り返し
、オペレータの設定したイン点Ｓより時間ｔＳ０だけ逆上った位置Ｓ０から、イン点Ｓよ
り時間ｔＳ１だけ経過した位置Ｓ１までの映像信号により１つのファイルを形成し、この
ファイルをイン点近傍素材オブジェクトとしてハードディスク装置２に保持するようにな
されている。
【００３４】
かくして編集処理部２ＢＣは、ステップＳＰ１７において肯定結果が得られると、ステッ
プＳＰ１８に移って、このイン点近傍素材オブジェクトについて、終了点のタイムコード
を取得した後、ステップＳＰ１９に移ってメインルーチィンに戻る。
【００３５】
このようにしてイン点近傍素材オブジェクトＩＭを取り込むと、編集処理部２ＢＣは（図
１）、ステップＳＰ２０に移り、ここでアウト点近傍素材オブジェクトＯＭを取り込む。
ここで図８に示すように、編集処理部２ＢＣは、ステップＳＰ２２からステップＳＰ２３
に移り、再生側ビデオテープレコーダ５に再生を指示する。このとき編集処理部２ＢＣは
、オペレータの設定したアウト点Ｅ（図５）を所定期間だけ逆上った位置に磁気テープを
早送りした後、再生側ビデオテープレコーダ５を再生し、続くステップＳＰ２４において
、タイムコード管理部２ＢＡを介して得られるタイムコードに基づいて、再生側ビデオテ
ープレコーダ５の再生位置が、アウト点より所定期間ｔＥ０だけ手前の位置に到達したか
否か判断する。
【００３６】
ここで否定結果が得られると、編集処理部２ＢＣは、ステップＳＰ２４を繰り返すのに対
し、再生側ビデオテープレコーダ５の再生位置が、アウト点より所定期間ｔＥ０だけ手前
の位置に到達すると、ステップＳＰ２４において肯定結果が得られることにより、ステッ
プＳＰ２５に移る。ここで編集処理部２ＢＣは、テープ内ＩＤを取得し、アウト点近傍素
材オブジェクトの開始点タイムコードＥ０（図５）を取得する。
【００３７】
続いて編集処理部２ＢＣは、ステップＳＰ２６に移り、入出力管理部２Ｃを制御して、再
生側ビデオテープレコーダ５で再生した映像信号を１フレーム分取り込む。ここでこの映
像信号の取り込みは、イン点近傍素材オブジェクトの場合と同様に、図７について上述し
た処理手順により実行される。
【００３８】
このようにして１フレーム分、映像信号を取り込むと、編集処理部２ＢＣは、ステップＳ
Ｐ２７に移り、再生側ビデオテープレコーダ５における再生位置がアウト点Ｅより所定時
間ｔＥ１だけ経過した位置か否か判断する。ここで否定結果が得られると、編集処理部２
ＢＣは、ステップＳＰ２６に戻り、続く映像信号を１フレーム分取り込む。これにより編
集処理部２ＢＣは、ステップＳＰ２６－ＳＰ２７－ＳＰ２６の処理手順を繰り返し、オペ
レータの設定したアウト点Ｅより時間ｔＥ０だけ逆上った位置Ｅ０から、アウト点Ｅより
時間ｔＥ１だけ経過した位置Ｅ１までの映像信号により１つのファイルを形成し、このフ
ァイルをアウト点近傍素材オブジェクトＯＭとしてハードディスク装置２に保持する。
【００３９】
かくして編集処理部２ＢＣは、ステップＳＰ２７において肯定結果が得られると、ステッ
プＳＰ２８に移って、このアウト点近傍素材オブジェクトＯＭについて、終了点のタイム
コードを取得した後、ステップＳＰ２９に移ってメインルーチィンに戻る。
【００４０】
このようにしてアウト点近傍素材オブジェクトＯＭを取り込むと、編集処理部２ＢＣは（
図１）、ステップＳＰ３０に移り、これらイン点近傍素材オブジェクトＩＭ及びアウト点
近傍素材オブジェクトＯＭにファイル名を付加して、ハードディスク装置２の作業用領域
より、所定領域に格納すると共に、これら両オブジェクトを一括して扱う編集用素材オブ
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ジェクトファイルを作成し、同じく所定領域に格納した後、ステップＳＰ３１に移ってこ
の処理手順を終了する。
【００４１】
このようにして編集処理部２ＢＣは、オペレータの設定したイン点及びアウト点毎に、図
１の処理手順を実行して、作業用のビデオ素材を入力する。さらに編集処理部２ＢＣは、
オペレータの設定した全てのイン点及びアウト点について、作業用ビデオ素材の入力を完
了すると、タイムコードマップを作成する（図４）。
【００４２】
ここで図９に示すように、編集処理部２ＢＣは、ハードディスク装置２に取り込んだビデ
オ素材について、テープＩＤ、テープ内ＩＤ、始点及び終点のタイムコード、始点及び終
点のタイムコードに対応する拡張タイムコードによりタイムコードマップを作成する。こ
こで始点及び終点は、それぞれオペレータの設定したイン点及びアウト点に対応する。ま
た拡張タイムコードは、それぞれ始点及び終点のタイムコードにテープＩＤ及びテープ内
ＩＤを付加して作成される。
【００４３】
これにより例えば、２つの磁気テープ１０Ａ及び１０Ｂに記録した２つのビデオ素材を編
集する場合（図９（Ｂ）及び（Ｃ））、それぞれ磁気テープ１０Ａ及び１０ＢのテープＩ
Ｄ、各テープ内ＩＤに対して、各磁気テープに記録されたビデオ素材の始点及び終点のタ
イムコードが付加されて拡張タイムコードが形成され、この拡張タイムコードによりタイ
ムコードマップが形成される。これにより編集装置１では、このタイムコードマップによ
り再生側ビデオテープレコーダ５により再生される各ビデオ素材と、ハードディスク装置
２に記録されたビデオ素材とを関連付けるようになされている。
【００４４】
このようにしてタイムコードマップの作成を完了すると、編集処理部２ＢＣは、ステップ
ＳＰ４０において、編集作業を実行する。ここで編集処理部２ＢＣは、オペレータの操作
に応動して、プレビューの処理を繰り返し、オペレータによりイン点、アウト点の変更処
理を受け付ける。またオペレータの操作に従って特殊効果に指定を受け付ける。
【００４５】
続いて編集処理部２ＢＣは、オペレータの指定によりステップＳＰ４１に移り、プレビュ
ーの処理において変更したイン点等に従って編集リストを作成する。さらに編集処理部２
ＢＣは、続くステップＳＰ４２において、バッチ処理管理部２ＢＦを制御し、これにより
編集リストに従ってバッチ処理による編集作業をプランニングする。
【００４６】
続いて編集処理部２ＢＣは、ステップＳＰ４３において、編集作業における特殊効果シー
ンを作成した後、ステップＳＰ４４において、バッチ処理により、再生側ビデオテープレ
コーダ５で再生した映像信号を記録側ビデオテープレコーダ６で記録する。これにより編
集処理部２ＢＣは、編集リストに従って編集結果の映像信号を記録側ビデオテープレコー
ダ６で記録した後、ステップＳＰ４５に移ってこの処理手順を終了する。
【００４７】
図１０は、編集作業時における表示装置８の表示画面を示す略線図である。編集処理部２
ＢＣは、オペレータが編集のモードを選択して、作業用ビデオ素材を指定すると、この表
示画面を表示する（図１０（Ｂ））。ここでこの表示画面は、複数のウインドウにより構
成され、その１つのウインドウＷ１にプレビュー結果でなる映像信号を表示する。またこ
のプレビュー結果の上方には、基準のタイムコードが表示され、プレビュー結果の下方に
は、再生、早送り、巻き戻し等のアイコンが表示されるようになされている。これにより
編集装置１では、これらのアイコンをクリックして、編集結果を確認できるようになされ
ている。
【００４８】
さらに編集処理部２ＢＣは、プレビュー対象のビデオ素材を確認するウインドウＷ２を表
示し、このウインドウＷ２において、ウインドウＷ１に表示するビデオ素材を、前後のビ
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デオ素材と共に、帯グラフ状に表示する。ここでこのウインドウＷ２中の帯グラフ表示を
拡大して図１０（Ａ）に示すように、このウインドウＷ２は、イン点近傍素材オブジェク
トＩＭＡ、ＩＭＢと対応するアウト点近傍素材オブジェクトＯＭＡ、ＯＭＢとを両端に配
置して、処理対象のビデオ素材を１０Ａ及び１０Ｂを帯グラフ状に表示する。さらにこの
とき各イン点近傍素材オブジェクトＩＭＡ、ＩＭＢ、アウト点近傍素材オブジェクトＯＭ
Ａ、ＯＭＢのイン点及びアウト点のタイムコードＴＣＳＡ、ＴＣＳＢ及びＴＣＥＡ、ＴＣ
ＥＢを、各イン点近傍素材オブジェクトＩＭＡ、ＩＭＢ、アウト点近傍素材オブジェクト
ＯＭＡ、ＯＭＢに近接して表示する。
【００４９】
さらに各イン点近傍素材オブジェクトＩＭＡ、ＩＭＢ、アウト点近傍素材オブジェクトＯ
ＭＡ、ＯＭＢのイン点及びアウト点を線状のカーソルＳＡ、ＳＢ、ＥＡ、ＥＢにより示し
、編集処理部２ＢＣにおいては、それぞれカーソルＳＡ、ＳＢ、ＥＡ、ＥＢをマウスでク
リックしてドラッグすることにより、イン点、アウト点を変更できるようになされている
。
【００５０】
さらにこの表示画面は、メニューの選択により第３のウインドウＷ３が開くように形成さ
れ、編集処理における特殊効果のフィルタがこの第３のウインドウＷ３に表示されるよう
になされている。これにより編集装置１では、この第３のウインドウＷ３に表示されたア
イコンを、アウト点近傍素材オブジェクトＯＭＡ、イン点近傍素材オブジェクトＩＭＡよ
り構成され得るシーン遷移区間にドラッグすることにより、指定した編集点に種々のフィ
ルタリング処理を付加できるようになされている。なおこの実施の形態では、各種のワイ
プ、ディゾルブ等をメニューにより選択できるようになされており、さらに各メニューに
ついて、遷移期間等を設定できるようになされている。
【００５１】
図１１は、このような表示画面において、オペレータがカット編集のプレビューメニュー
を選択した場合における編集処理部２ＢＣの処理手順を示すフローチャートである。すな
わち編集処理部２ＢＣは、ステップＳＰ５０からステップＳＰ５１に移り、プレビューを
開始するビデオ素材でなる再生オブジェクトＭＡ（図１０）の指定を受け付ける。続いて
編集処理部２ＢＣは、ステップＳＰ５２に移り、ここでこの再生オブジェクトＭＡのイン
点に対応するようにポインタをセットする。
【００５２】
続いて編集処理部２ＢＣは、ステップＳＰ５３に移り、このポインタによりハードディス
ク装置２からの読み出しを指示し、このポインタにより指定される再生画像を表示装置８
のウインドウＷ１に表示する。続いて編集処理部２ＢＣは、ステップＳＰ５４に移り、再
生ポインタを値１だけインクリメントし、ステップＳＰ５５に移る。ここで編集処理部２
ＢＣは、再生ポインタにより指示されるフレームがイン点近傍素材オブジェクトＩＭＡの
末尾のタイムコードＳＡ１に対応するか否か判断する。ここで否定結果が得られると、編
集処理部２ＢＣは、ステップＳＰ５３に戻り、この値１だけインクリメントした再生ポイ
ンタに対応する映像信号をウインドウＷ１に表示する。
【００５３】
これにより編集処理部２ＢＣは、ハードディスク装置２に記録したイン点近傍素材オブジ
ェクトＩＭＡについて、イン点より再生を開始してステップＳＰ５３－ＳＰ５４－ＳＰ５
５－ＳＰ５３の処理手順を繰り返し、順次、このイン点近傍素材オブジェクトＩＭＡをウ
インドウＷ１に表示する。さらにこの状態で、イン点近傍素材オブジェクトＩＭＡの末尾
まで再生すると、ステップＳＰ５５において肯定結果が得られることにより、ステップＳ
Ｐ５５からステップＳＰ５６に移り、ここでこの末尾のフレームＳＡ１をウインドウＷ１
に表示する。
【００５４】
続いて編集処理部２ＢＣは、ステップＳＰ５７に移り、ここで内蔵のタイマーに所定時間
ｔＺＡをセットする。ここでこの時間ｔＺＡは、このイン点近傍素材オブジェクトＩＭＡ
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の末尾から、対応するアウト点近傍素材オブジェクトＯＭＡの先頭までの時間である。こ
のようにしてタイマーをセットすると、編集処理部２ＢＣは、図１２に示すように、続い
てステップＳＰ５８に移る。ここで編集処理部２ＢＣは、タイマーにセットした時間ｔＺ
Ａが経過したか否か判断し、否定結果が得られると、ステップＳＰ５８を繰り返す。
【００５５】
これにより編集処理部２ＢＣは、イン点近傍素材オブジェクトＩＭＡのイン点ＳＡより順
次ウインドウＷ１に表示し、イン点近傍素材オブジェクトＩＭＡの末尾になると、ウイン
ドウＷ１の表示をこの末尾の表示に固定して、期間ｔＺＡの経過を待ち受ける。これによ
り編集装置１では、編集対象をハードディスク装置２に取り込んだイン点近傍素材オブジ
ェクトＩＭＡ及びアウト点近傍素材オブジェクトＯＭＡによりプレビューして、これらイ
ン点近傍素材オブジェクトＩＭＡ及びアウト点近傍素材オブジェクトＯＭＡ間の、ハード
ディスク装置２に取り込んでいないビデオ素材については、イン点近傍素材オブジェクト
ＩＭＡの末尾の画像を静止画により表示するようになされている。
【００５６】
なお編集処理部２ＢＣでは、このように順次イン点近傍素材オブジェクトＩＭＡ等のビデ
オ素材を表示する際に、ウインドウＷ１上のタイムコード表示については、順次更新する
ようになされ、これにより静止画を表示している場合でも、編集対象のビデオ素材をプレ
ビューしていることをオペレータが確認できるようになされている。
【００５７】
かくして時間ｔＺＡが経過すると、編集処理部２ＢＣは、ステップＳＰ５８において肯定
結果が得られることによりステップＳＰ５９に移り、ここで対応するアウト点近傍素材オ
ブジェクトＯＭＡの先頭を指定するように、再生ポインタを設定する。
【００５８】
続いて編集処理部２ＢＣは、この再生ポインタにより指定されるアウト点近傍素材オブジ
ェクトＯＭＡのフレームをウインドウＷ１に表示した後、ステップＳＰ６０からステップ
ＳＰ６１に移り、ここで再生ポインタを値１だけインクリメントする。
【００５９】
続いて編集処理部２ＢＣは、ステップＳＰ６２に移り、再生ポインタにより指示されるフ
レームがアウト点近傍素材オブジェクトＯＭＡにおけるアウト点のタイムコードＥＡに対
応するか否か判断する。ここで否定結果が得られると、編集処理部２ＢＣは、ステップＳ
Ｐ６０に戻り、この値１だけインクリメントした再生ポインタに対応する映像信号をウイ
ンドウＷ１に表示する。
【００６０】
これにより編集処理部２ＢＣは、ハードディスク装置２に記録したアウト点近傍素材オブ
ジェクトＯＭＡについて、先頭より再生を開始してステップＳＰ６０－ＳＰ６１－ＳＰ６
２－ＳＰ６０の処理手順を繰り返し、順次、このアウト点近傍素材オブジェクトＯＭＡを
ウインドウＷ１に表示する。さらにこの状態で、アウト点近傍素材オブジェクトＯＭＡの
アウト点まで再生すると、ステップＳＰ６２において肯定結果が得られることにより、ス
テップＳＰ６２からステップＳＰ６３に移り、このアウト点のフレームＳＥをウインドウ
Ｗ１に表示する。
【００６１】
続いて図１３に示すように、編集処理部２ＢＣは、ステップＳＰ６４に移り、オペレータ
の指定した続く再生オブジェクトＭＢを指定する。続いて編集処理部２ＢＣは、ステップ
ＳＰ６５に移り、この再生オブジェクトＭＢのイン点に対応するようにポインタをセット
する。
【００６２】
続いて編集処理部２ＢＣは、ステップＳＰ６６に移り、このポインタによりハードディス
ク装置２の読み出しを指示し、このポインタにより指定される再生画像を表示装置８のウ
インドウＷ１に表示する。続いて編集処理部２ＢＣは、ステップＳＰ６７に移り、再生ポ
インタを値１だけインクリメントし、ステップＳＰ６８に移る。ここで編集処理部２ＢＣ
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は、再生ポインタにより指示されるフレームがイン点近傍素材オブジェクトＩＭＢの末尾
のタイムコードＳＢ１に対応するか否か判断する。ここで否定結果が得られると、編集処
理部２ＢＣは、ステップＳＰ６６に戻り、この値１だけインクリメントした再生ポインタ
に対応する映像信号をウインドウＷ１に表示する。
【００６３】
これにより編集処理部２ＢＣは、ハードディスク装置２に記録したアウト点近傍素材オブ
ジェクトＯＭＡ及びイン点近傍素材オブジェクトＩＭＢについて、アウト点近傍素材オブ
ジェクトＯＭＡの先頭よりアウト点まで再生した後、イン点近傍素材オブジェクトＩＭＢ
のイン点から再生を開始してステップＳＰ６６－ＳＰ６７－ＳＰ６８－ＳＰ６６の処理手
順を繰り返し、順次、このイン点近傍素材オブジェクトＩＭＢをウインドウＷ１に表示す
る。さらにこの状態で、イン点近傍素材オブジェクトＩＭＢの末尾まで再生すると、ステ
ップＳＰ６８において肯定結果が得られることにより、ステップＳＰ６８からステップＳ
Ｐ６９に移り、ここでこの末尾のフレームＳＢ１をウインドウＷ１に表示する。
【００６４】
続いて編集処理部２ＢＣは、ステップＳＰ７０に移り、ここで内蔵のタイマーに所定時間
ｔＺＢをセットする。ここでこの時間ｔＺＢは、このイン点近傍素材オブジェクトＩＭＢ
の末尾から、対応するアウト点近傍素材オブジェクトＯＭＢの先頭までの時間である。こ
のようにしてタイマーをセットすると、編集処理部２ＢＣは、図１４に示すように、続い
てステップＳＰ７１に移る。ここで編集処理部２ＢＣは、タイマーにセットした時間ｔＺ
Ｂが経過したか否か判断し、否定結果が得られると、ステップＳＰ７１を繰り返す。
【００６５】
これにより編集処理部２ＢＣは、イン点近傍素材オブジェクトＩＭＢについても、末尾に
なるとウインドウＷ１の表示をこの末尾の静止画に切り換え、期間ｔＺＢの経過を待ち受
ける。これにより編集装置１では、続く編集素材オブジェクトについても、ハードディス
ク装置２に取り込んだイン点近傍素材オブジェクトＩＭＢ及びアウト点近傍素材オブジェ
クトＯＭＢによりプレビューして、これらイン点近傍素材オブジェクトＩＭＢ及びアウト
点近傍素材オブジェクトＯＭＢ間の、ハードディスク装置２に取り込んでいないビデオ素
材については、イン点近傍素材オブジェクトＩＭＢの末尾の画像を静止画により表示する
ようになされている。
【００６６】
かくして時間ｔＺＢが経過すると、編集処理部２ＢＣは、ステップＳＰ７１において肯定
結果が得られることによりステップＳＰ７２に移り、ここで対応するアウト点近傍素材オ
ブジェクトＯＭＢの先頭を指定するように、再生ポインタを設定する。続いて編集処理部
２ＢＣは、この再生ポインタにより指定されるアウト点近傍素材オブジェクトＯＭＢのフ
レームをウインドウＷ１に表示した後、ステップＳＰ７４に移り、ここで再生ポインタを
値１だけインクリメントする。
【００６７】
続いて編集処理部２ＢＣは、ステップＳＰ７５に移り、再生ポインタにより指示されるフ
レームがアウト点近傍素材オブジェクトＯＭＢにおけるアウト点のタイムコードＥＢに対
応するか否か判断する。ここで否定結果が得られると、編集処理部２ＢＣは、ステップＳ
Ｐ７３に戻り、この値１だけインクリメントした再生ポインタに対応する映像信号をウイ
ンドウＷ１に表示する。
【００６８】
これにより編集処理部２ＢＣは、ハードディスク装置２に記録したアウト点近傍素材オブ
ジェクトＯＭＢを先頭より再生してステップＳＰ７３－ＳＰ７４－ＳＰ７５－ＳＰ７３の
処理手順を繰り返し、順次、このアウト点近傍素材オブジェクトＯＭＢをウインドウＷ１
に表示する。さらにこの状態で、アウト点近傍素材オブジェクトＯＭＢのアウト点まで再
生すると、ステップＳＰ７５において肯定結果が得られることにより、ステップＳＰ７５
からステップＳＰ７６に移り、このアウト点のフレームＥＢをウインドウＷ１に表示した
後、ステップＳＰ７７に移ってこの処理手順を終了する。
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【００６９】
これらの処理により編集処理部２ＢＣは、編集対象のうち、イン点近傍及びアウト点近傍
の映像のみ選択的に取り込むと共に、取り込んだ映像によりプレビューの処理を実行でき
るようになされている。かくするにつきこのようにイン点近傍及びアウト点近傍の映像の
み選択的に取り込むことにより、小容量のハードディスク装置２を用いて編集の作業を実
行することができる。また併せて解像度を低減することによっても、ハードディスク装置
２の容量を低減することができる。
【００７０】
これに対して編集処理部２ＢＣは、このようなカット編集以外の、ワイプ、ディゾルブ等
の特殊効果を指定してオペレータがプレビューの処理を選択した場合、特殊効果フィルタ
２ＢＥを制御し、アウト点近傍素材オブジェクトＯＭＡ及びイン点近傍素材オブジェクト
ＩＭＢ間でウインドウに出力する映像信号について、オペレータの意図したフィルタリン
グ処理を実行してウインドウＷ１に表示する。
【００７１】
図１５は、このようにしてオペレータが設定したイン点、アウト点、特殊効果による編集
リストを示す図表である。編集処理部２ＢＣは、オペレータがイン点、アウト点を順次指
定すると、この編集リストを仮生成し、オペレータが各編集素材について、プレビューを
完了し、編集決定のコマンド操作を行うと、この仮生成した編集リストを順次更新して編
集リストを完成する。さらにオペレータの操作に応動して、この作成した編集リストに所
定のファイル名を付加して記録媒体に記録し、また必要に応じて表示装置８に表示する。
【００７２】
ここで第１行目の「０００１Ｉ」は、シーン０００１のイン点を示し、編集結果を記録す
る磁気テープ上のタイムコード（拡張タイムコード）に「００＋００＋００：００：００
：００」（reference TB) より記録を開始し、このときの編集素材でなる再生側の磁気テ
ープにおいては、対応するタイムコード（拡張タイムコード）が「０１＋０１＋００：０
２：０３：１５」（source ETC) でなることを示している。
【００７３】
またこれに対応して続く第２行目の「０００１Ｏ」は、シーン０００１のアウト点を示し
、続く第３行目及び第４行目の「０００２Ｉ１」及び「０００２Ｉ２」は、それぞれ特殊
効果による遷移を有するイン点を示し、Ｖ－ＷＩＰＥによるフィルタリング処理の５秒の
遷移時間により実施することを示している。なおこの第３行目及び第４行目に対応するア
ウト点は、第５行目及び第６行目の「０００２Ｏ１」及び「０００２Ｏ２」が対応する。
【００７４】
編集処理部２ＢＣは、このようにして編集リストを完成すると、バッチ処理管理部２ＢＦ
を制御してバッチ処理のプランニング処理を実行する。このとき編集処理部２ＢＣは、特
殊効果による編集点については、事前に、編集結果の映像信号をハードディスク装置に記
録する（図４、ステップＳＰ４３）。
【００７５】
図１６は、この種の特殊効果によるフィルタリング処理の説明に供する略線図であり、シ
ーンＡ及びシーンＢでなる２つのシーンを、ワイプ、ディゾルブ等により繋ぎ併せる場合
である（図１６（Ａ）及び（Ｂ））。
【００７６】
編集処理部２ＢＣは、この場合特殊効果フィルタ２ＢＥ、外部ディバイスコントローラ２
Ａの動作を制御して図１７に示す処理手順を実行することにより、事前に特殊効果による
遷移期間ＥＡＢの映像信号をハードディスク装置２に記録する。
【００７７】
すなわち編集処理部２ＢＣは、ステップＳＰ８０からステップＳＰ８１に移り、シーンＡ
における遷移期間ＥＡＢの映像信号をハードディスク装置２に取り込む。このとき編集処
理部２ＢＣは、間引き回路２ＣＢの動作を停止制御し、これにより解像度を低減すること
なく、この遷移期間ＥＡＢの映像信号を取り込む。
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【００７８】
続いて編集処理部２ＢＣは、ステップＳＰ８２に移り、続くシーンＢにおける遷移期間Ｅ
ＡＢの映像信号をハードディスク装置２に取り込む。このとき編集処理部２ＢＣは、シー
ンＡの場合と同様に、解像度を低減することなく、この遷移期間ＥＡＢの映像信号を取り
込む。
【００７９】
続いて編集処理部２ＢＣは、ステップＳＰ８３に移り、このハードディスク装置２に記録
した２つの映像信号を特殊効果フィルタ２ＢＥにより順次合成して、遷移期間ＥＡＢの編
集結果を生成し、この生成した編集結果をハードディスク装置２に記録する。
【００８０】
このようにして遷移期間ＥＡＢの映像信号を事前に生成すると、編集処理部２ＢＣは、図
１８に示すように、ステップＳＰ８４において、再生側ビデオテープレコーダ５の動作を
制御して、この遷移期間ＥＡＢの前側シーンでなる区間ＡＩ～ＡＯ１の映像信号の再生を
開始し、この映像信号を記録側ビデオテープレコーダ６で記録する。このとき編集処理部
２ＢＣは、事前にタイムコードを記録した磁気テープに対して、編集リストに従ったイン
サート録画によりこのシーンＡの映像信号を記録側ビデオテープレコーダ６で記録する。
【００８１】
このようにして遷移期間ＥＡＢの直前まで映像信号を記録すると、編集処理部２ＢＣは、
続くステップＳＰ８５において、ハードディスク装置２に記録して保存した遷移期間ＥＡ
Ｂの映像信号を記録側ビデオテープレコーダ６に記録する。さらにこの遷移期間ＥＡＢの
映像信号を記録すると、ステップＳＰ８６に移り、続くシーンＢの区間ＢＩ２～ＢＯの映
像信号を再生側ビデオテープレコーダ５で再生して記録側ビデオテープレコーダ６により
記録し、ステップＳＰ８７に移ってこの処理手順を終了する。これにより編集装置１では
、データ量を低減して編集点近傍の映像信号を選択的に入力した場合でも、画質の劣化を
有効に回避して種々の特殊効果を付与できるようになされている。
【００８２】
図１９は、図１７について上述したステップＳＰ８３における編集処理部２ＢＣの処理手
順を示すフローチャートである。編集処理部２ＢＣは、この処理手順を実行してハードデ
ィスク装置２に記録した２つの映像信号を合成して遷移期間ＥＡＢの映像信号を生成する
。
【００８３】
すなわち編集処理部２ＢＣは、ステップＳＰ９０からステップＳＰ９１に移り、シーンＡ
のフレームを特定するポインタＰＡが遷移期間ＥＡＢの先頭フレームを指示するようにセ
ットする。続いて編集処理部２ＢＣは、ステップＳＰ９２に移り、同様に、シーンＢのフ
レームを特定するポインタＰＢが遷移期間ＥＡＢの先頭フレームを指示するようにセット
する。
【００８４】
続いて編集処理部２ＢＣは、ステップＳＰ９３に移り、ハードディスク装置２より２つの
ポインタＰＡ及びＰＢで指定される映像信号を読み出し、続くステップＳＰ９４において
、この読み出した映像信号に対して、オペレータの指定した特殊効果によるフィルタリン
グ処理を実行する。続いて編集処理部２ＢＣは、ステップＳＰ９５において、このフィル
タリング結果を遷移期間ＥＡＢの映像オブジェクトとしてハードディスク装置２に記録す
る。このとき編集処理部２ＢＣは、既に同一遷移期間ＥＡＢの映像オブジェクトがハード
ディスク装置２に記録されている場合、生成した映像信号をこの映像オブジェクトの末尾
に付加してハードディスク装置２に記録する。
【００８５】
続いて編集処理部２ＢＣは、ステップＳＰ９６に移り、２つのポインタＰＡ及びＰＢをそ
れぞれ値１だけインクリメントした後、ステップＳＰ９７に移り、ここでこれらポインタ
ＰＡ及びＰＢにより指定されるフレームが、遷移期間ＥＡＢの最後尾フレームを越えたか
否か判断する。ここで否定結果が得られると、編集処理部２ＢＣは、ステップＳＰ９３に
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戻り、続くフレームについて同様の処理を繰り返す。これにより編集処理部２ＢＣは、ス
テップＳＰ９３－ＳＰ９４－ＳＰ９５－ＳＰ９６－ＳＰ９７－ＳＰ９３の処理手順を繰り
返し、順次遷移期間ＥＡＢの映像信号をフィルタリング処理して合成する。
【００８６】
このようにして遷移期間ＥＡＢについて順次映像信号を合成すると、編集処理部２ＢＣは
、ステップＳＰ９７において肯定結果が得られるようになる。この場合編集処理部２ＢＣ
は、ステップＳＰ９７からステップＳＰ９８に移り、順次ハードディスク装置２に記録し
た編集結果の映像信号に所定のファイル名を付加して保存した後、ステップＳＰ９９に移
ってこの処理手順を終了する。
【００８７】
図２０は、図１８について上述したステップＳＰ８４における編集処理部２ＢＣの処理手
順を示すフローチャートである。編集処理部２ＢＣは、ステップＳＰ１００からステップ
ＳＰ１０１に移り、再生側ビデオテープレコーダ（ＶＣＲ）５に制御コマンドを発行して
、シーンＡのイン点ＡＩを頭出しする。続いて編集処理部２ＢＣは、ステップＳＰ１０２
に移り、ここで記録側ビデオテープレコーダ６に制御コマンドを発行し、インサート編集
による記録開始位置を頭出しする。なおこのステップＳＰ１０１及びＳＰ１０２において
、編集処理部２ＢＣは、それぞれイン点及び記録開始位置より調走に必要な所定フレーム
数ＳＰ、ＳＲだけ逆上った位置を頭出しの位置に設定する。
【００８８】
続いて編集処理部２ＢＣは、ステップＳＰ１０３に移り、ここで記録側ビデオテープレコ
ーダ６及び再生側ビデオテープレコーダ５の再生を開始した後ステップＳＰ１０４に移る
。ここで編集処理部２ＢＣは、タイムコード管理部２ＢＡを介して検出される再生側ビデ
オテープレコーダ５及び記録側ビデオテープレコーダ６のタイムコードを基準にして、２
つのビデオテープレコーダ５及び６の調走がロックしたか否か判断し、ここで否定結果が
得られると、ステップＳＰ１０５に移る。
【００８９】
ここで編集処理部２ＢＣは、所定回数ｎだけロックを失敗したか否か判断し、ここで否定
結果が得られると、ステップＳＰ１０１に戻り、再び頭出しの処理を実行して再生側ビデ
オテープレコーダ５及び記録側ビデオテープレコーダ６を再生する。これにより編集処理
部２ＢＣは、ステップＳＰ１０１－ＳＰ１０２－ＳＰ１０３－ＳＰ１０４－ＳＰ１０５－
ＳＰ１０１の処理手順を繰り返し、所定回数ｎだけ調走してロックできない場合、ステッ
プＳＰ１０５からステップＳＰ１０６に移る。ここで編集処理部２ＢＣは、それぞれイン
点及び記録開始位置より逆上るフレーム数ＳＰ、ＳＲを再設定した後、ステップＳＰ１０
１に戻る。これにより編集処理部２ＢＣは、繰り返し調走してロックできない場合、調走
の条件を変更して同様の処理を繰り返す。
【００９０】
これに対して調走により２つのビデオテープレコーダ５及び６の動作が同期すると、ステ
ップＳＰ１０４において肯定結果が得られることにより、編集処理部２ＢＣは、ステップ
ＳＰ１０４よりステップＳＰ１０８に移る（図２１）。ここで編集処理部２ＢＣは、再生
側ビデオテープレコーダ５及び記録側ビデオテープレコーダ６のタイムコードがイン点及
び記録開始位置のタイムコードに一致したか否か判断し、ここで否定結果が得られると、
ステップＳＰ１０８を繰り返す。
【００９１】
これに対してステップＳＰ１０８において肯定結果が得られると、編集処理部２ＢＣは、
ステップＳＰ１０９に移り、記録側ビデオテープレコーダ６の録画開始の制御コマンドを
発行する。これにより編集処理部２ＢＣは、再生側ビデオテープレコーダ５で再生される
映像信号のイン点から、記録側ビデオテープレコーダ６で録画を開始する。
【００９２】
続いて編集処理部２ＢＣは、ステップＳＰ１１０に移り、ここで再生側ビデオテープレコ
ーダ５のタイムコードが遷移期間ＥＡの開始点の直前のタイムコードと一致したか否か判
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断し、ここで否定結果が得られると、ステップＳＰ１１０を繰り返すのに対し、肯定結果
が得られると、ステップＳＰ１１１に移る。これにより編集処理部２ＢＣは、イン点より
遷移期間ＥＡの開始直前の位置まで、再生側ビデオテープレコーダ５で再生した映像信号
を記録側ビデオテープレコーダ６で記録した後、両ビデオテープレコーダ５及び６の動作
を停止し、ステップＳＰ１１２に移ってこの処理手順を終了する。
【００９３】
なお編集処理部２ＢＣは、図１８のステップＳＰ８６について上述した、シーンＢの遷移
期間ＥＢが終了した時点よりアウト点までの映像信号について、再生側ビデオテープレコ
ーダ５より記録側ビデオテープレコーダ６に映像信号をダビングする場合に、この図２０
及び図２１の処理手順と同様の処理手順を実行して映像信号を処理する。
【００９４】
図２２は、図１８のステップＳＰ８５について上述した編集処理部２ＢＣの処理手順を示
すフローチャートである。編集処理部２ＢＣは、この処理手順を実行することにより、事
前に作成してハードディスク装置２に記録した遷移期間ＥＡＢの編集結果を記録側ビデオ
テープレコーダ６で記録する。
【００９５】
すなわち編集処理部２ＢＣは、ステップＳＰ１２０からステップＳＰ１２１に移り、ハー
ドディスク装置２に記録した遷移期間ＥＡＢの編集結果をメモリ空間のテンポラリー領域
に読み出す。続いて編集処理部２ＢＣは、ステップＳＰ１２２に移り、ここで記録側ビデ
オテープレコーダ６を頭出しする。このとき編集処理部２ＢＣは、この編集結果の記録開
始位置より所定フレーム数だけ逆上った位置に、記録側ビデオテープレコーダ６を頭出し
する。
【００９６】
続いて編集処理部２ＢＣは、ステップＳＰ１２３に移り、記録側ビデオテープレコーダ６
に再生開始を指示した後、続くステップＳＰ１２４において、記録側ビデオテープレコー
ダ６のタイムコードが遷移期間ＥＡＢの開始位置のタイムコードと一致したか否か判断し
、ここで否定結果が得られるとステップＳＰ１２４を繰り返す。
【００９７】
これにより編集処理部２ＢＣは、遷移期間ＥＡＢの開始位置まで、記録側ビデオテープレ
コーダ６を再生の状態に保持して、ステップＳＰ１２５に移る。ここで編集処理部２ＢＣ
は、メモリに保持した遷移期間ＥＡＢの映像信号について、記録側ビデオテープレコーダ
６の記録速度に対応する再生速度により再生を開始する。続いて編集処理部２ＢＣは、ス
テップＳＰ１２６に移り、ここで記録側ビデオテープレコーダ６に録画コマンドを送出し
、順次再生する遷移期間ＥＡＢの映像信号を記録側ビデオテープレコーダ６で記録する。
【００９８】
続いて編集処理部２ＢＣは、ステップＳＰ１２７に移り、遷移期間ＥＡＢの映像信号につ
いて、録画を完了したか否か判断し、ここで否定結果が得られると、ステップＳＰ１２７
を繰り返すのに対し、肯定結果が得られると、ステップＳＰ１２８に移る。ここで編集処
理部２ＢＣは、記録側ビデオテープレコーダ６の動作を停止制御した後、ステップＳＰ１
２９に移ってこの処理手順を終了する。
【００９９】
図２３は、図４のステップＳＰ４２について上述したバッチ処理プランニングを示す略線
図である。編集処理部２ＢＣは、バッチ処理管理部２ＢＦを制御して、例えば３本の磁気
テープＡ、Ｂ、Ｃに記録されたビデオ素材を編集して１本の磁気テープＭに記録する場合
（図２３（Ａ））、始めにこの編集結果を記録する磁気テープＭにタイムコードを順次記
録する。さらに編集処理部２ＢＣは、バッチ処理プランニングにより選定した第１の磁気
テープＡ（図２３（Ｂ１））を再生側ビデオテープレコーダ５にセットする旨、オペレー
タに指示し、この第１の磁気テープＡに設定された各シーンＡ１、Ａ２を順次磁気テープ
Ｍにインサート録画する（図２３（Ｂ２））。
【０１００】
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続いて編集処理部２ＢＣは、同様に、バッチ処理プランニングにより選定した第２の磁気
テープＢ（図２３（Ｃ１））を再生側ビデオテープレコーダ５にセットする旨、オペレー
タに指示し、この第２の磁気テープＢに設定された各シーンＢ１、Ｂ２を順次磁気テープ
Ｍにインサート録画する（図２３（Ｃ２））。さらに編集処理部２ＢＣは、最後に残る第
３の磁気テープＣ（図２３（Ｄ１））を再生側ビデオテープレコーダ５にセットする旨、
オペレータに指示し、この第３の磁気テープＣに設定された各シーンＣ１、Ｃ２、Ｃ３を
順次磁気テープＭにインサート録画する（図２３（Ｄ２））。
【０１０１】
これにより編集処理部２ＢＣは、オペレータの設定した各シーンについて、磁気テープＡ
、Ｂ、Ｃを単位にしたバッチ処理により磁気テープＭにインサート録画し、磁気テープＡ
、Ｂ、Ｃの交換回数を低減する。
【０１０２】
さらにこのとき編集処理部２ＢＣは、バッチ処理管理部２ＢＦにおいて、図２４に示す処
理手順を実行してバッチ処理をプランニングし、記録に供するビデオ素材の時間の短い磁
気テープより磁気テープＭに記録し、これによりオペレータが頻繁に編集装置１を監視し
なくても、編集結果を磁気テープＭに記録できるようにする。なおこの図２４に示す処理
手順においては、プランニング処理と、その処理結果によるダビングの処理手順とを連続
して示す。
【０１０３】
すなわち編集処理部２ＢＣは、ステップＳＰ１３０からステップＳＰ１３１に移り、ここ
でタイムコードマップより素材のテープ数ｎを検出する。続いて編集処理部２ＢＣは、ス
テップＳＰ１３１に移り、ここで素材テープカウンタのカウント値Ｃを値１にセットする
。ここで素材テープカウンタは、素材テープを特定するカウンタである。
【０１０４】
続いて編集処理部２ＢＣは、ステップＳＰ１３５に移り、ここでカウント値Ｃの磁気テー
プについて、記録側ビデオテープレコーダ６により磁気テープに記録する総時間ＴＣを検
出する。ここでこの総時間ＴＣは、タイムコードマップにより検出される。続いて編集処
理部２ＢＣは、ステップＳＰ１３６に移り、素材テープカウンタのカウント値Ｃを値１だ
けインクリメントした後、ステップＳＰ１３７に移る。ここで編集処理部２ＢＣは、素材
テープカウンタのカウント値Ｃが素材のテープ数ｎを越えたか否か判断し、ここで否定結
果が得られると、ステップＳＰ１３５に戻る。
【０１０５】
これにより編集処理部２ＢＣは、ステップＳＰ１３５－ＳＰ１３６－ＳＰ１３７－ＳＰ１
３５の処理手順を繰り返し、素材の各テープについて、それぞれ記録側ビデオテープレコ
ーダ６により磁気テープＭに記録する総時間ＴＣを検出する。このようにして全テープに
ついて、総時間ＴＣを検出すると、ステップＳＰ１３８に移り、ここで総時間ＴＣの短い
順に素材テープカウンタのカウント値Ｃを配列し、この配列順序を再生側ビデオテープレ
コーダ５に装填する順序とする。
【０１０６】
図２５に示すように、続いて編集処理部２ＢＣは、ステップＳＰ１３９において、記録側
ビデオテープレコーダ６に装填された磁気テープに連続するタイムコードを記録する。続
いて編集処理部２ＢＣは、ステップＳＰ１４０において、ステップＳＰ１３８で設定した
配列順序に従って、再生側ビデオテープレコーダ５に磁気テープの装填を促し、続くステ
ップＳＰ１４１において、外部ディバイスコントローラ２Ａを介して検出される再生側ビ
デオテープレコーダ５のステータスに従って対応する磁気テープが再生側ビデオテープレ
コーダ５に装填されたか否か判断する。
【０１０７】
ここで否定結果が得られると、編集処理部２ＢＣは、ステップＳＰ１４０に移り、再びオ
ペレータに磁気テープの装填を促すのに対し、肯定結果が得られると、ステップＳＰ１４
２に移る。ここで編集処理部２ＢＣは、再生側ビデオテープレコーダ５で該当する映像信
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号を再生し、再生した映像信号を記録側ビデオテープレコーダ６で記録する。この記録の
処理が完了すると、編集処理部２ＢＣは、ステップＳＰ１４３に移り、全ての素材磁気テ
ープについて、ダビングを完了したか否か判断し、ここで否定結果が得られると、ステッ
プＳＰ１４４に移る。
【０１０８】
ここで編集処理部２ＢＣは、ダビングする磁気テープを続く磁気テープに切り換え、ステ
ップＳＰ１４０に移って、この磁気テープの装填をオペレータに促す。これに対して全て
の素材磁気テープについて、ダビングの処理を完了すると、ステップＳＰ１４３において
肯定結果が得られることにより、ステップＳＰ１４５に移ってこの処理手順を終了する。
【０１０９】
図２６は、図２５のステップＳＰ１４２における処理手順を詳細に示すフローチャートで
ある。編集処理部２ＢＣは、この処理手順を実行することにより、バッチ処理管理部２Ｂ
Ｆのプランニングにより選択した１の素材磁気テープについて、記録側ビデオテープレコ
ーダ６に想定された磁気テープを記録する。
【０１１０】
すなわち編集処理部２ＢＣは、ステップＳＰ１５０からステップＳＰ１５１に移り、ここ
で編集リストより再生側ビデオテープレコーダ５に装填された磁気テープに関する編集点
データを抽出する。続いて編集処理部２ＢＣは、ステップＳＰ１５２に移り、ここで抽出
した編集点データを記録側ビデオテープレコーダ６のタイムコード順に配列する。
【０１１１】
続いて編集処理部２ＢＣは、ステップＳＰ１５３に移り、ここでステップＳＰ１５２の配
列順に、編集点データに従って再生側ビデオテープレコーダ５に装填された磁気テープの
各シーンを記録側ビデオテープレコーダ６の磁気テープにダビングする。なおこのダビン
グにおいて、編集処理部２ＢＣは、再生側ビデオテープレコーダ５、記録側ビデオテープ
レコーダ６を頭出しし、また調走させてインサート録画によりダビングする。
【０１１２】
続いて編集処理部２ＢＣは、ステップＳＰ１５４に移り、再生側ビデオテープレコーダ５
に装填した磁気テープに関して、全てのシーンをダビングしたか否か判断し、ここで否定
結果が得られると、ステップＳＰ１５３を繰り返す。これに対して全てのシーンについて
ダビングを完了すると、ステップＳＰ１５４において肯定結果が得られることにより、編
集処理部２ＢＣは、ステップＳＰ１５５に移り、この処理手順を終了する。
【０１１３】
なお図１６について上述した特殊効果による編集処理においては、このようにしてバッチ
処理管理部２ＢＦにおいて作成したプランニングに従って、該当するタイミングで編集処
理部２ＢＣが上述した処理手順を実行することになる。
【０１１４】
以上の構成において、編集装置１では（図２）、編集対象でなるビデオ素材を記録した磁
気テープを再生側ビデオテープレコーダ５に装填して順次オペレータがイン点、アウト点
を大まかに指定すると、各イン点、アウト点近傍の映像信号が選択的にハードディスク装
置２に記録される（図５）。編集装置１では、このようにして選択的に取り込んだ映像信
号によりプレビュー等の処理が実行され、これにより大容量のハードディスク装置２を用
意しなくても、簡易な構成により編集作業を実行できるようになされている。
【０１１５】
さらにこのようにしてハードディスク装置２に取り込む映像信号は、間引き回路２ＣＢに
より解像度が低減され、これによりデータ量が低減される。これにより編集装置１は、さ
らに一段と小容量のハードディスク装置２により各種編集作業を実行できるようになされ
ている。
【０１１６】
このようにして編集点近傍の映像信号を取り込む際に、編集装置１では、各編集点のタイ
ムコードに、磁気テープの識別コードでなるテープＩＤ、各編集対象のシーンを識別する
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テープ内ＩＤが付加されて拡張タイムコードが生成され、この拡張タイムコードにより、
全ての磁気テープと編集結果との対応関係を示すタムコードマップが生成される（図９）
。
【０１１７】
これにより編集装置１では、再生側ビデオテープレコーダ５より記録側ビデオテープレコ
ーダ６に映像信号をダビングする際に、これらタイムコードマップにより各種ビデオ素材
を記録側タイムコードと関連付けて処理するようになされ、複数の磁気テープを編集対象
とする場合でも、これら複数の磁気テープに記録されたビデオ素材を一元的に管理できる
ようになされている。また編集点近傍のビデオ素材のみ取り込んで、この取り込んだビデ
オ素材と元のビデオ素材との間についても、関連付けするようになされ、これにより部分
的に取り込んだビデオ素材間で連続する映像を作成できるようになされ、またオリジナル
のビデオ素材との間で同一性を維持できるようになされている。
【０１１８】
かくするにつきこのようにして編集リスト作成用にビデオ素材を取り込むと、編集装置１
においては、表示装置８の表示画面にてマウスを操作することにより（図１０）、イン点
、アウト点の設定が変更され、またオペレータの所望する特殊効果が設定され、この表示
画面に形成されたウインドウＷ１のメニューを選択して操作することにより、これらの変
更、設定後の編集結果をウインドウＷ１内の表示にて確認することができ、これによりプ
レビューの作業を実行することができる。またこの変更、設定作業に応動して、拡張タイ
ムコードによる対応する編集リストが作成される。
【０１１９】
このとき例えばカット編集により２つのビデオ素材を連続してプレビューする場合、第１
のビデオ素材のイン点近傍については、ハードディスク装置２に取り込まれた映像信号が
再生されてウインドウＷ１に表示され、続いてこのイン点近傍のビデオ素材の最後尾の１
フレームが静止画により表示され、アウト点近傍になると、ハードディスク装置２に記録
された編集リスト作成用の映像信号が表示される。さらにアウト点を境にして、ハードデ
ィスク装置２に記録された第２のビデオ素材について、イン点からの映像信号が表示され
、続いてこのイン点近傍のビデオ素材の最後尾の１フレームが静止画により表示された後
、アウト点近傍になると、ハードディスク装置２に記録された編集リスト作成用の映像信
号が表示される。
【０１２０】
また特殊効果により２つのシーンを繋ぐ場合には、ハードディスク装置２に記録された２
つの映像信号がオペレータの選択した特殊効果により接続されてウインドウＷ１に表示さ
れ、その前後においては、それぞれ前後のシーンのハードディスク装置に記録された編集
リスト作成用の映像信号が表示される。これによりオペレータにおいては、編集点近傍に
ついてだけハードディスク装置２に映像信号を取り込んでプレビューしても、イン点及び
アウト点間の映像信号を全て取り込んでプレビューしている場合と同様の操作感覚により
プレビューすることができ、その分使い勝手を向上することができる。
【０１２１】
さらにこのときウインドウＷ１の上部にタイムコードを表示したことにより、オペレータ
においては、現在のプレビュー位置をこのタイムコードにより確認すすることができ、こ
れによっても使い勝手を向上することができる。
【０１２２】
このようにして編集点の変更、特殊効果の選択を完了すると、編集装置では、オペレータ
の操作に従って編集リストが生成され（図１５）、その後この編集リストに従って編集結
果の映像信号が記録側ビデオテープレコーダ６に記録される。このとき編集装置１では、
バッチ処理によるプラニングが実行され、編集素材を記録した磁気テープ毎に、再生時間
が検出される。さらにこの検出した再生時間の短い順に、磁気テープの配列が設定され、
この配列に従って再生側ビデオテープレコーダ５に対する磁気テープの装填がオペレータ
指示される。
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【０１２３】
これにより再生時間の短い磁気テープより、編集リストに従って、記録側ビデオテープレ
コーダ６にインサート録画により順次オペレータの選択したシーンが記録され、複数本の
磁気テープを編集対象にして編集処理する場合における磁気テープの装填回数が格段的に
低減される。さらに再生時間の短い磁気テープより順次インサート録画することにより、
オペレータにおいては、録画を開始した直後、短い時間間隔で磁気テープの交換作業を繰
り返した後、編集装置１を離れて他の作業を実行でき、これによりオペレータの作業効率
を向上することができる。
【０１２４】
このとき２つの映像信号を合成する特殊効果においては、事前に、遷移期間ＥＡＢについ
てだけこの２つの映像信号をハードディスク装置２に取り込み、この取り込んだ映像信号
を合成してハードディスク装置２に保存することにより、煩雑な構成による特殊効果装置
を持たないシステム構成でも、種々の特殊効果により映像信号を編集処理することができ
る。
【０１２５】
以上の構成によれば、編集点近傍の映像信号についてのみ、データ量を低減してハードデ
ィスク装置に記録し、この映像信号によりプレビューの処理を実行することにより、小容
量のハードディスク装置によっても種々の編集作業を実行することができ、これにより簡
易な構成の編集装置を得ることができる。
【０１２６】
またプレビューの処理において、ハードディスク装置に取り込んでいない映像信号につい
ては、静止画を表示し、またタイムコードを表示することにより、編集点近傍の映像信号
についてのみ取り込んでプレビューする場合の使い勝手を向上することができる。
【０１２７】
さらに各磁気テープ毎に、バッチ処理により編集結果を記録し、このとき再生時間の短い
磁気テープから順次処理することにより、オペレータによる頻繁な磁気テープの交換回数
を低減して、オペレータの作業効率を向上することができる。
【０１２８】
また特殊効果を付加する場合は、遷移期間についてだけ処理対象の映像信号をハードディ
スク装置に記録して編集結果を保持することにより、煩雑な構成による特殊効果装置を持
たないシステム構成でも、種々の特殊効果を付与することができる。
【０１２９】
なお上述の実施の形態においては、編集点近傍についてのみ映像信号の解像度を低減して
ハードディスク装置に取り込む場合について述べたが、本発明はこれに限らず、ハードデ
ィスク装置の容量に余裕がある場合等にあっては、解像度を低減する処理を中止してもよ
い。
【０１３０】
また上述の実施の形態においては、ハードディスク装置に取り込んでいない映像信号につ
いては、静止画及びタイムコードを表示する場合について述べたが、本発明はこれに限ら
ず、静止画又はタイムコードの何れかを一方のみを表示してもよい。またこれらに代えて
、ハードディスク装置の容量に余裕がある場合等にあっては、ハードディスク装置にコマ
送りの映像を取り込んで、このコマ送りの映像を表示してもよい。
【０１３１】
さらに上述の実施の形態においては、特殊効果により２つのシーンを接続する場合、この
２つの映像信号をハードディスク装置に取り込んで合成する場合について述べたが、本発
明はこれに限らず、１方の映像信号についてだけハードディスク装置に取り込んで保持し
、他方の映像信号については再生側ビデオテープレコーダより再生される映像信号を用い
るようにしてもよい。なおこの場合、編集結果を直接記録側ビデオテープレコーダで記録
してもよい。
【０１３２】
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また上述の実施の形態においては、２つの映像信号を合成するフィルタリング処理による
特殊効果について述べたが、本発明はこれに限らず、１つの映像信号について、例えばフ
ェードアウト、フェードイン等のフィルタリング処理による特殊効果についても適用する
ことができる。
【０１３３】
さらに上述の実施の形態においては、再生時間の短い磁気テープの順に、バッチ処理によ
り編集結果を記録する場合について述べたが、本発明はこれに限らず、再生時間の長い磁
気テープの順に、バッチ処理により編集結果を記録するようにしてもよい。
【０１３４】
また上述の実施の形態においては、編集点近傍の映像信号を選択的に取り込んで編集処理
する場合に、バッチ処理のプランニング処理を実行する場合について述べたが、本発明は
これに限らず、複数の磁気テープを編集対象にしてこれらの磁気テープより編集結果の映
像信号を磁気テープに記録する場合に広く適用することができる。
【０１３５】
さらに上述の実施の形態においては、各１台の記録側ビデオテープレコーダ及び再生側ビ
デオテープレコーダを用いて編集処理する場合について述べたが、本発明はこれに限らず
、複数台の再生側ビデオテープレコーダを用いて編集処理する場合にも適用することがで
きる。
【０１３６】
また上述の実施の形態においては、磁気テープに記録したビデオ素材を編集処理する場合
について述べたが、本発明はこれに限らず、ハードディスク装置、光ディスク、ＩＣカー
ド等、種々の記録媒体に記録した映像信号を編集処理する場合に広く適用することができ
る。
【０１３７】
【発明の効果】
上述のように本発明によれば、編集点の設定処理に必要な部分的な映像信号についてのみ
、作業用の記憶手段に転送し、この部分的な映像信号によりプレビューすることにより、
簡易な構成で、種々の編集処理を実行することができる編集装置を得ることができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の実施の形態に係る編集装置のビデオ素材の入力の説明に供するフローチ
ャートである。
【図２】図１の編集装置の全体構成を示す略線図である。
【図３】図２のブロック図である
【図４】図２の編集装置における全体の処理手順を示すフローチャートである。
【図５】図１のビデオ素材の入力の説明に供する略線図である。
【図６】図１のビデオ素材の入力におけるイン点近傍ビデオ素材の入力の説明に供するフ
ローチャートである。
【図７】図６のイン点近傍ビデオ素材の入力における１フレーム分の映像信号の入力の説
明に供するフローチャートである。
【図８】図１のビデオ素材の入力におけるアウト点近傍ビデオ素材の入力の説明に供する
フローチャートである。
【図９】タイムコードマップを示す図表である。
【図１０】プレビュー時における表示画面を示す略線図である。
【図１１】プレビュー時における処理手順を示すフローチャートである。
【図１２】図１１の続きの処理手順を示すフローチャートである。
【図１３】図１２の続きの処理手順を示すフローチャートである。
【図１４】図１３の続きの処理手順を示すフローチャートである。
【図１５】編集リストを示す図表である。
【図１６】特殊効果の処理の説明に供する略線図である。
【図１７】特殊効果における処理手順を示すフローチャートである。



(22) JP 4462642 B2 2010.5.12

10

【図１８】図１７の続きの処理手順を示すフローチャートである。
【図１９】図１７の処理手順における遷移期間の処理手順を示すフローチャートである。
【図２０】図１７の処理手順におけるダビングの処理手順を示すフローチャートである。
【図２１】図２０の続きの処理手順を示すフローチャートである。
【図２２】図１７の処理手順における遷移期間の映像信号の記録の説明に供するフローチ
ャートである。
【図２３】バッチ処理の説明に供する略線図である。
【図２４】バッチ処理のプランニングの処理手順を示すフローチャートである。
【図２５】図２４の続きの処理手順を示すフローチャートである。
【図２６】プランニングによるダビングの処理手順を示すフローチャートである。
【符号の説明】
１……編集装置、２……ハードディスク装置、３……パーソナルコンピュータ、５、６…
…ビデオテープレコーダ、２Ｂ……編集サブシステム、２ＢＡ……タイムコード管理部、
２ＢＣ……編集処理部、２ＢＥ……特殊効果フィルタ、２ＢＦ……バッチ処理部、２Ｃ…
…入出力管理部、２ＣＢ……間引き回路

【図１】 【図２】

【図３】
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【図７】 【図８】
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【図１５】 【図１６】

【図１７】
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【図２０】 【図２１】
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【図２４】 【図２５】
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