
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　供給される非圧縮又は低圧縮された信号を 記憶
保持する第１の記憶保持手段と、
　上記供給される非圧縮又は低圧縮された信号を高圧縮し 記
憶保持する第２の記憶保持手段と、
　上記第２の記憶保持手段に記憶保持された上記高圧縮された信号に基づいて編集実行順
序を規定した編集実行順序リストを作成することができる編集実行順序リスト作成手段と
、
　上記編集実行順序リスト作成手段において作成された上記編集実行順序リストに基づい
て、上記第１の記憶保持手段に記憶保持された上記非圧縮又は低圧縮された信号を加工編
集 する編集実行順序リスト実行手段と
　を具えることを特徴とする映像信号処理装置。
【請求項２】
　

　ことを特徴とする請求項１に記載の映像信号処理装置。
【請求項３】
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当該非圧縮又は低圧縮された信号として

当該高圧縮された信号として

し、当該加工編集された信号を出力

上記編集実行順序リストは、上記編集実行順序リスト作成手段から上記編集実行順序リ
スト実行手段にネットワークを介して転送される

さらに、
上記編集実行順序リスト実行手段により上記加工編集された信号を記憶保持する第３の



　

　
　

　ことを特徴とする請求項１ に記載の映像信号処理装置。
【請求項４】
　供給される非圧縮又は低圧縮された信号を

記憶保持する一方、上記供給される非圧縮又は低圧縮された信号を高圧
縮し 記憶保持する第１のステツプと、
　 上記高圧縮された信号に基づいて編集実行順
序を規定した編集実行順序リストを作成する第２のステツプと、
　上記第２のステツプにおいて作成された上記編集実行順序リストに基づいて、

上記非圧縮又は低圧縮された映像信号を加工編集
する第３のステツプと

　を具えることを特徴とする映像信号処理方法。
【請求項５】
　

　ことを特徴とする請求項４に記載の映像信号処理方法。
【請求項６】
　
　
　

　

　を具えることを特徴とする請求項４ に記載の映像信号処理装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【目次】
以下の順序で本発明を説明する。
【０００２】
発明の属する技術分野
従来の技術（図４）
発明が解決しようとする課題（図４）
課題を解決するための手段（図１～図３）
発明の実施の形態
（１）本実施の形態によるニユース番組制作放送システムの構成（図１）
（２）システム制御部２６の処理（図１～図３）
（３）本実施の形態の動作及び効果（図１～図３）
（４）他の実施の形態（図１～図３）
発明の効果
【０００３】
【発明の属する技術分野】
本発明は映像信号処理装置及び映像信号処理方法に関し、例えばニユース番組制作放送シ
ステムに適用して好適なものである。
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記憶保持手段と、
上記加工編集された信号の送出時刻を規定した送出リストのデータを作成する送出順序

作成手段と
を具え、
上記第３の記憶保持手段に記憶された上記加工編集された信号を、上記送出リストのデ

ータに基づき、上記第３の記憶保持手段から指定された送出時刻に出力する
又は２

当該非圧縮又は低圧縮された信号として第１
の記憶保持手段に

当該高圧縮された信号として第２の記憶保持手段に
上記第２の記憶保持手段に記憶保持された

上記第１
の記憶保持手段に記憶保持された し、当
該加工編集された信号を出力

上記第３のステツプでは、上記第２のステツプで作成されネットワークを介して転送さ
れてくる上記編集実行順序リストに基づいて、上記非圧縮又は低圧縮された映像信号を加
工編集し、当該加工編集された信号を出力する

さらに、
上記加工編集された信号を第３の記憶保持手段に記憶保持するステツプと、
上記加工編集された信号の送出時刻を規定した送出リストのデータを作成する送出順序

作成ステツプと、
上記第３の記憶保持手段に記憶保持された上記加工編集された信号を、上記送出リスト

のデータに基づき、上記第３の記憶保持手段から指定された送出時刻に出力するステツプ
と

又は５



【０００４】
【従来の技術】
従来、放送局におけるニユース番組制作放送システムの１つとして、図４に示すように構
成されたものがある。
【０００５】
かかる構成のニユース番組制作放送システム１においては、デイスクアレイ構成の記録再
生部を有する第１及び第２のＡＶ（ Audio Video ）サーバ２、３と、複数台の編集装置４
Ａ～４Ｎと、このシステム１全体の制御を司るシステム制御部５と、各種データが格納さ
れたデータ記憶装置６とがネツトワーク７を介して接続されることにより構成されている
。そして第１のＡＶサーバ２に、取材現場から電送回線を介して転送されてきた又は取材
テープから再生された非圧縮又は低圧縮された映像音声データＤ１Ａ～Ｄ１Ｎが複数系統
で供給される。
【０００６】
このとき第１のＡＶサーバ２は、システム制御部５の制御のもとに、供給される映像音声
データＤ１Ａ～Ｄ１Ｎのなかから指定された１複数系統の映像音声データＤ１（Ｄ１Ａ～
Ｄ１Ｎ）を同時に取り込み、これらをそれぞれフアイル化して記録再生部の指定されたア
ドレス位置に格納する。
【０００７】
そしてこの第１のＡＶサーバ２内に格納された各フアイルの映像音声データＤ１は、各編
集装置４Ａ～４Ｎをそれぞれ用いて当該第１のＡＶサーバ２から複数フアイル分を同時に
読み出すことができ、当該読み出した映像音声データＤ１に基づく映像を編集装置４Ａ～
４Ｎにそれぞれモニタ表示させることができる。
【０００８】
またオペレータは、この編集装置４Ａ～４Ｎにモニタ表示された映像を目視確認しながら
、映像音声データＤ１をどのように加工編集して放送用のニユース映像を作成するかとい
つた編集実行順序を規定したリスト（以下、これをＥＤＬ（ Edit Decision List）と呼ぶ
）を作成することができ、当該作成したＥＤＬを編集装置４Ａ～４Ｎに登録し、これを実
行させることができる。
【０００９】
実際上編集装置４Ａ～４Ｎは、ＥＤＬの実行時、第１のＡＶサーバ２を制御することによ
り必要な映像音声データＤ１を読み出し、これをＥＤＬに基づいて加工編集すると共に、
この編集処理により得られた映像音声データＤ２Ａ～Ｄ２Ｎを第２のＡＶサーバ３に送出
する。
【００１０】
このとき第２のＡＶサーバ３は、システム制御部５の制御のもとに、供給される編集され
た映像音声データＤ２Ａ～Ｄ２Ｎを順次取り込み、これをフアイル化して記録再生部の指
定されたアドレス位置に格納する。
【００１１】
そしてこの第２のＡＶサーバ３に保持された映像音声データＤ２Ａ～Ｄ２Ｎは、この後デ
ータ記憶装置６内の管理情報に基づいて、システム制御部５の制御のもとに必要な時刻に
再生、伸長されて外部のオンエア装置（図示せず）に送出され、当該オンエア装置を介し
て放送される。
【００１２】
このようにしてこのニユース番組制作放送システム１では、取材により得られた映像音声
データＤ１Ａ～Ｄ１Ｎを所望状態に編集して所定時間に放送することができるようになさ
れている。
【００１３】
【発明が解決しようとする課題】
ところで上述のようなニユース番組制作放送システム１において、より多くの人が第１の
ＡＶサーバ２に登録された取材により得られた映像音声データＤ１Ａ～Ｄ１Ｎの内容を確
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認でき、またより多くの人員によつてＥＤＬを作成し得るようにすることができれば、ニ
ユース番組制作作業の効率や、編集により得られるニユース映像の質を向上させ得るもの
と考えられる。
【００１４】
しかしながらかかる構成のニユース番組制作放送システム１においては、第１のＡＶサー
バ２に接続することのできる編集装置４Ａ～４Ｎの数が第１のＡＶサーバ２のデータ転送
能力によつて上限が決定し、システム的に編集装置４Ａ～４Ｎの数を容易には増加させ難
い問題があつた。
【００１５】
本発明は以上の点を考慮してなされたもので、番組制作作業の効率を向上させ得る映像信
号処理装置及び映像信号処理方法を提案しようとするものである。
【００１６】
【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、供給される非圧縮又は低圧縮された信号
を 記憶保持する第１の記憶保持手段と、供給され
る非圧縮又は低圧縮された信号を高圧縮し 記憶保持する第２
の記憶保持手段と、第２の記憶保持手段に記憶保持された高圧縮された信号に基づいて編
集実行順序を規定した編集実行順序リストを作成することができる編集実行順序リスト作
成手段と、編集実行順序リスト作成手段において作成された編集実行順序リストに基づい
て、第１の記憶保持手段に記憶保持された非圧縮又は低圧縮された信号を加工編集

する編集実行順序リスト実行手段とを映像信号処理装置に設
けるようにした。
【００１７】
　

【００１８】
　また本発明においては、供給される非圧縮又は低圧縮された信号を

記憶保持する一方、供給される非圧縮又は低圧
縮された信号を高圧縮し 記憶保持し、
第２の記憶保持手段に記憶保持された高圧縮された信号に基づいて編集実行順序を規定し
た編集実行順序リストを作成し、作成された編集実行順序リストに基づいて、

非圧縮又は低圧縮された映像信号を加工編集
するようにした。

【００１９】
　

【００２０】
【発明の実施の形態】
以下図面について、本発明の一実施の形態を詳述する。
【００２１】

10

20

30

40

50

(4) JP 3741299 B2 2006.2.1

当該非圧縮又は低圧縮された信号として
当該高圧縮された信号として

し、当
該加工編集された信号を出力

これにより、編集実行順序リストに基づく加工編集に用いる信号の情報量はそのままに
、編集実行順序リスト作成手段と第２の記憶保持手段とでやり取りする、編集実行順序リ
ストの作成に用いる信号の情報量を少なくすることができるので、より多くの編集実行順
序リスト作成手段を第２の記憶保持手段に接続することができると共に編集実行順序リス
ト作成の負荷を低減することができ、さらに編集実行順序リストに基づく加工編集に用い
る信号を記憶保持する第１の記憶保持手段と、編集実行順序リストの作成に用いる信号を
記憶保持する第２の記憶保持手段とを別々に設けているので、編集実行順序リストに基づ
く加工編集と、編集実行順序リストの作成とを独立して行うことができる。

当該非圧縮又は低圧
縮された信号として第１の記憶保持手段に

当該高圧縮された信号として第２の記憶保持手段に

第１の記憶
保持手段に記憶保持された し、当該加工編集
された信号を出力

これにより、編集実行順序リストに基づく加工編集に用いる信号の情報量はそのままに
、編集実行順序リストの作成に用いる信号の情報量を少なくすることができるので、編集
実行順序リスト作成の負荷を低減することができ、さらに編集実行順序リストに基づく加
工編集に用いる信号を記憶保持する第１の記憶保持手段と、編集実行順序リストの作成に
用いる信号を記憶保持する第２の記憶保持手段とを別々に設けているので、編集実行順序
リストに基づく加工編集と、編集実行順序リストの作成とを独立して行うことができる。



（１）本実施の形態によるニユース番組制作放送システムの構成
図１において、２０は全体として本発明を適用したニユース番組制作放送システムを示し
、ＥＤＬを作成するためのオフラインＥＤＬ作成系２２と、加工編集した各映像音声デー
タの送出時刻を規定したリスト（以下、これをオンエアリストと呼ぶ）やニユース原稿及
び当該ニユース原稿の使用順番等を作成するためのオンエアリスト作成系２３と、オフラ
インＥＤＬ作成系２２において作成されたＥＤＬに基づいて編集処理を実行するオンライ
ン編集送出系２４と、必要な映像音声データを保管するためのアーカイブ２５と、このニ
ユース番組制作放送システム２０全体の制御を司るシステム制御部２６とから構成され、
これらオフラインＥＤＬ作成系２２、オンエアリスト作成系２３、オンライン編集送出系
２４、アーカイブ２５及びシステム制御部２６がＬＡＮ（ Local Area Network）２７を介
して接続されている。
【００２２】
この場合このニユース番組制作放送システム２０には、取材現場から電話回線又は衛星通
信回線等の電送回線を介して転送され、又は取材テープからビデオテープレコーダにより
再生された映像音声データＤ１０が複数系統で供給され、これがオンライン編集送出系２
４のデイリーサーバ３０及びオフラインＥＤＬ作成系２２の入力バツフア装置３１に入力
する。なお以下の説明においては、各映像音声データＤ１０は非圧縮又は低圧縮（例えば
ＭＰＥＧ（ Moving Picture Experts Group）２　４２２プロフアイルアツトメインレベル
規格による圧縮）で供給されるものとする。
【００２３】
デイリーサーバ３０においては、デイスクアレイ構成の記録再生部を有する高速でのデー
タ入出力が可能なＡＶサーバでなり、システム制御部２６の制御のもとに、供給される各
映像音声データＤ１０のなかから指定された複数系統の映像音声データＤ１０を同時に取
り込み、これらをそれぞれフアイル化して記録再生部内の指定されたアドレス位置に格納
する。
【００２４】
一方入力バツフア装置３１は、システム制御部２６の制御のもとに、供給される各映像音
声データＤ１０のなかからデイリーサーバ３０と同じ系統の映像音声データＤ１０を順次
取り込む。そして入力バツフア装置３１は、この取り込んだ映像音声データＤ１０が実時
間速度であつた場合には当該映像音声データＤ１０をそのままエンコーダ部３２に送出す
る。
これに対して入力バツフア装置３１は、取り込んだ映像音声データＤ１０が実時間よりも
高速であつた場合には、当該映像音声データＤ１０を実時間に伸長し、これを複数チヤン
ネルでエンコーダ部３２に送出する。
【００２５】
エンコーダ部３２は、供給される映像音声データＤ１０又は各映像音声データＤ１１を順
次取り込み、これをＪＰＥＧ（ Joint Photographic Experts Group）方式等の所定の圧縮
方式で２〔 Mbps〕程度に高能率縮符号化し、得られた高圧縮符号化データＤ１２をクリツ
プサーバ３３に送出する。
【００２６】
クリツプサーバ３３は、デイスクアレイ構成の記録再生部を有し、かつデータ圧縮伸長部
を有さないＡＶサーバでなり、入力する高圧縮符号化データＤ１２をシステム制御部２６
の制御のもとに順次取り込み、これをフアイル化して記録再生部内の指定されたアドレス
位置に格納する。
【００２７】
そしてこのクリツプサーバ３３に収録された各フアイルのデータ（高圧縮符号化データＤ
１２）は、当該クリツプサーバ３３に接続されたパーソナルコンピユータ構成の複数台の
各ＥＤＬ作成装置３４Ａ～３４Ｎをそれぞれ用いて読み出すことができる。
【００２８】
実際上各ＥＤＬ作成装置３４Ａ～３４Ｎは、ＥＤＬ作成モード時、オペレータにより所望

10

20

30

40

50

(5) JP 3741299 B2 2006.2.1



のフアイルの読み出し命令が入力されると、クリツプサーバ３３及びＬＡＮ２７を順次介
してシステム制御部２６にアクセスし、当該システム制御部２６を介してクリツプサーバ
３３を制御することにより、当該クリツプサーバ３３に対応するフアイルの高圧縮符号化
データＤ１２を順次読み出させる。
【００２９】
またＥＤＬ作成装置３４Ａ～３４Ｎは、このクリツプサーバ３３から読み出させた高圧縮
符号化データＤ２０を復号し、得られた映像音声データに基づく映像をモニタ表示する。
【００３０】
　このときオペレータは、ＥＤＬ作成装置３４Ａ～３４Ｎを介してクリツプサーバ３３を
制御し、当該クリツプサーバ３３に所望の動作（再生、巻戻し又は早送り等）を実行させ
ることができ、またこのとき当該ＥＤＬ作成装置３４Ａ～３４Ｎのモニタに表示された映
像を目視確認しながらイン点及びアウト点等の編集に必要な各種情報を当該ＥＤＬ作成装
置 に入力するようにしてＥＤＬを作成することができる。
【００３１】
さらにＥＤＬ作成装置３４Ａ～３４Ｎは、作成されたＥＤＬに基づいてクリツプサーバ３
３から対応する高圧縮符号化データＤ２０を読み出してこれを復号し、得られた映像音声
データをＥＤＬに基づいて加工編集し、編集結果をモニタ表示することができ、これによ
り作成したＥＤＬに基づく編集結果をオペレータ及びデイレクタ等が確認することができ
るようになされている。
【００３２】
そしてこのＥＤＬ作成装置３４Ａ～３４Ｎを用いて作成されたＥＤＬのデータ（以下、こ
れをＥＤＬデータと呼ぶ）は、当該ＥＤＬ作成装置３４Ａ～３４Ｎからクリツプサーバ３
３及びＬＡＮ２７を順次介してシステム制御部２６に転送され、当該システム制御部２６
の制御のもとに外部記憶装置３５にデータベースとして登録される。
【００３３】
一方オンエアリスト作成系２３においては、パーソナルコンピユータ構成のデータベース
管理装置３６と、外部記憶装置３７と、データベース管理装置３６とネツトワーク３８を
介して接続された複数台のパーソナルコンピユータ３９Ａ～３９Ｎとから構成されており
、これらパーソナルコンピユータ３９Ａ～３９Ｎを用いてオンエアリストや、各ニユース
番組における各ニユース項目のアナウンサが読む原稿を作成し得るようになされている。
【００３４】
そしてこれら作成されたオンエアリスト及び原稿の各データは、データベース管理装置３
６の制御のもとに外部記憶装置３７にデータベースとして登録されると共に、オンエアリ
ストのデータ（以下、これをオンエアリストデータと呼ぶ）がＬＡＮ２７を介してシステ
ム制御部２６に与えられ、これが外部記憶装置３５にデータベースとして登録される。
【００３５】
そしてシステム制御部２６は、この外部記憶装置３５に登録されたＥＤＬデータ及びオン
エアリストデータに基づいてオンライン編集送出系２４を制御する。
【００３６】
実際上システム制御部２６は、オンライン編集送出系２４のデイリーサーバ３０と接続さ
れた複数台の自動編集装置でなるＥＤＬ実行装置４０Ａ～４０Ｃの稼働状態を常時監視し
ており、いずれかのＥＤＬ実行装置４０Ａ～４０Ｃが先行する後述の編集処理を終了する
と、外部記憶装置３５に記憶されたＥＤＬデータをオンエアリストデータに基づいてオン
エアの早いものを優先的に読み出し、これをＬＡＮ２７を介してそのＥＤＬ実行装置４０
Ａ～４０Ｃに送出する。
【００３７】
ＥＤＬ実行装置４０Ａ～４０Ｃは、システム制御部２６から与えられるＥＤＬデータに基
づいてデイリーサーバ３０を制御し、当該デイリーサーバ３０に格納されている非圧縮又
は低圧縮された映像音声データＤ１０のなかから必要な映像音声データＤ１０を順次読み
出させる。またＥＤＬ実行装置４０Ａ～４０Ｃは、この映像音声データＤ１０が低圧縮さ
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れている場合にはこれを復号した後、この映像音声データＤ１０を与えられたＥＤＬデー
タに基づいて指定された状態に加工編集し、得られた映像音声データＤ１３Ａ～Ｄ１３Ｃ
をそれぞれオンエアサーバ４１に送出する。
【００３８】
なおデイリーサーバ３０にはマニユアル操作の編集装置４２も接続されており、オペレー
タが当該編集装置４２を用いてデイリーサーバ３０に格納された映像音声データＤ１０を
読み出し、加工編集することもできる。そしてこの結果得られた編集された映像音声デー
タＤ１３Ｄがオンエアサーバ４１に送出される。
【００３９】
オンエアサーバ４１は、デイスクアレイ構成の記録再生部を有するＡＶサーバでなり、入
力する映像音声データＤ１３Ａ～Ｄ１３Ｄをシステム制御部２６の制御のもとに順次取り
込み、これをフアイル化して記録再生部内の指定されたアドレス位置に格納する。
【００４０】
そしてこのオンエアサーバ４１に収録された各フアイルデータ（編集された映像音声デー
タＤ１３Ａ～Ｄ１３Ｄ）は、この後外部記憶装置３５に格納されたオンエアリストデータ
に基づいて、ＬＡＮ２７に接続されたパーソナルコンピユータ構成のオンエアターミナル
４９により送出時刻が管理され、指定された時刻になるとシステム制御部２６の制御のも
とにオンエアサーバ４１から読み出されて図示しない後段のオンエア装置に送出される。
【００４１】
このようにしてこのニユース番組制作放送システム２０では、オフラインＥＤＬ作成系２
２において作成されたＥＤＬに基づいてオンライン編集送出系２４において非圧縮又は低
圧縮された映像音声データＤ１０を用いて編集処理を実行し、得られた映像音声データＤ
１３Ａ～Ｄ１３Ｄをオンエアリストに基づいてオンエア装置に送出し得るようになされ、
これにより指定された時刻に指定された状態に編集されたニユース映像及び音声を放送さ
せることができるようになされている。
【００４２】
かかる構成に加えこのニユース番組制作放送システム２０の場合、オンライン編集送出系
２４には、例えばＭＯ（ Magnnet Optical ）チエンジヤ等の安価なかつ記憶容量の大きい
記録再生部を有するＡＶサーバでなるニアラインサーバ４３が設けられており、システム
制御部２６の制御のもとに、デイリーサーバ３０及びオンエアサーバ４１に格納された映
像音声データＤ１０、Ｄ１３Ａ～Ｄ１３Ｄをニアラインサーバ４３に転送し、これを当該
ニアラインサーバ４３内に格納することができるようになされている。
【００４３】
またニアラインサーバ４３内に格納された映像音声データＤ１０、Ｄ１３Ａ～Ｄ１３Ｄは
、システム制御部２６の制御のもとに、デイリーサーバ３０に転送して当該デイリーサー
バ３０内に格納することができ、これにより高価なデイスクアレイ構成のデイリーサーバ
３０の記録再生部の記憶容量を増加させることなく、オンライン編集送出系２４の入力段
の記憶容量を増加させ得るようになされている。
【００４４】
さらにニアラインサーバ４３は、ＳＣＳＩ（ Small Computer System Interface ）等の所
定のインターフエースを介してアーカイブ２５内のカートマシン４４と接続されており、
システム制御部２６の制御のもとに、ニアラインサーバ４３内の映像音声データＤ１０、
Ｄ１３Ａ～Ｄ１３Ｄをアーカイブ２５内のカートマシン４４に転送し、当該映像音声デー
タＤ１０、Ｄ１３Ａ～Ｄ１３Ｄをこのカートマシン４４を介して磁気テープ等の所定の記
録媒体に記録することができる。これによりこのニユース番組制作放送システム２０では
、必要な映像音声データを資料として保管し得るようになされている。
【００４５】
このときアーカイブ２５に設置されたパーソナルコンピユータ構成のデータベース管理装
置４５には、システム制御部２６からＬＡＮ２７を介してその映像音声データＤ１０、Ｄ
１３Ａ～Ｄ１３Ｄの内容に関する各種管理データが供給される。そしてこの各種管理デー
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タがデータベース管理装置４５の制御のもとに、外部記憶装置４６に与えられ、データベ
ースとして保存される。
【００４６】
さらにこのときアーカイブ２５のデータベース管理装置４５には、システム制御部２６の
制御のもとに、オンエアリスト作成系２３のデータベース管理装置３６からＬＡＮ２７を
介してその映像音声データに対応する原稿データを転送させることができ、これをデータ
ベース管理装置４５の制御のもとに外部記憶装置４６内のデータベースに登録させること
もできる。
【００４７】
またアーカイブ２５内に保管された磁気テープ等の記録媒体に記録された映像音声データ
Ｄ１０、Ｄ１３Ａ～Ｄ１３Ｄは、カートマシン４４により再生してオフラインＥＤＬ作成
系２２の入力バツフア装置３１及びオンライン編集送出系２４のデイリーサーバ３０に転
送することができ、これにより保管した映像音声データＤ１０、Ｄ１３Ａ～Ｄ１３Ｄを再
び編集に利用することができるようになされている。
【００４８】
なおこのニユース番組制作放送システム２０の場合、ＬＡＮ２７にはパーソナルコンピユ
ータ構成のフアイリングターミナル４７が接続されており、当該フアイリングターミナル
４７を用いて、入力バツフア装置３１及びデイリーサーバ３０に取り込ませる映像音声デ
ータＤ１０の指定や、当該指定した映像音声データＤ１０のフアイル名の入力、及びデイ
リーサーバ３０に収録され映像音声データＤ１０の内容確認を行うことができる。
【００４９】
またこのニユース番組制作放送システム２０の場合、ＬＡＮ２７にはパーソナルコンピユ
ータ構成のＥＤＬプレビユーターミナル４８も接続されており、当該ＥＤＬプレビユータ
ーミナル４８を用いて外部記憶装置３５内に格納されたＥＤＬデータを読み出し、当該Ｅ
ＤＬデータに基づく編集をいずれかのＥＤＬ実行装置４０Ａ～４０Ｃに実行させて、その
実行結果をそのＥＤＬ実行装置４０Ａ～４０Ｃに接続された図示しないモニタに表示させ
、スピーカから出力させることができる。
【００５０】
さらにこのニユース番組制作放送システム２０の場合、オンエアターミナル４９を用いて
オンエアサーバ４１に格納された所望のフアイルデータ（編集された映像音声データＤ１
３Ａ～Ｄ１３Ｄ）を読み出し、当該フアイルデータに基づく映像及び音声をオンエアサー
バ４１に接続された図示しないモニタに表示させ、スピーカから出力させることができ、
これによりオペレータが実際に放送される編集されたニユース映像を放送前に事前に確認
することができるようになされている。
【００５１】
（２）システム制御部２６の処理
ここでこのニユース番組制作放送システム２０の場合、上述のような各種処理は、全てシ
ステム制御部２６の制御のもとに行われる。
【００５２】
実際上システム制御部２６は、図２（Ａ）に示すように、オペレータの操作に基づいてフ
アイリイングターミナル４７から映像音声データの登録要求が与えられると、入力バツフ
ア装置３１、クリツプサーバ３３の制御部３３Ａ及びデイリーサーバ３０の制御部３０Ａ
に収録要求を与えることにより、これら入力バツフア装置３１、クリツプサーバ３３及び
デイリーサーバ３０が映像音声データを取り込み可能な状態にあるか（すなわち記憶容量
及び入出力ポートの空きがあるか等）を確認する。
【００５３】
そしてシステム制御部２６は、入力バツフア装置３１、クリツプサーバ３３及びデイリー
サーバ３０から許可が与えられると、フアイリングターミナル４７に収録許可を与える。
【００５４】
またシステム制御部２６は、この後フアイリイングターミナル４７から所定の映像音声デ
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ータの収録命令が与えられると、入力バツフア装置３１に収録命令を与えることによりこ
の映像音声データＤ１０を取り込ませる。
【００５５】
さらにシステム制御部２６は、このときデイリーサーバ３０の制御部３０Ａに収録要求を
与えることにより、当該デイリーサーバ３０の記録再生部３０Ｂに指定された映像音声デ
ータＤ１０を順次収録させると共に、クリツプサーバ３３の制御部３３Ａに収録命令を与
えることにより、当該クリツプサーバ３３の記録再生部３３Ｂにエンコーダ部３２から供
給される高圧縮符号化データＤ１２を収録させる。
【００５６】
さらにシステム制御部２６は、この後デイリーサーバ３０の制御部３０Ａ及びクリツプサ
ーバ３３の制御部３３Ａから収録の完了通知が与えられると、この一連の処理を終了する
。
【００５７】
さらにシステム制御部２６は、この後図２（Ｂ）に示すように、フアイリングターミナル
４７からデイリーサーバ３０の記録再生部３０Ｂ内に格納されたフアイルの再生要求が与
えられると、デイリーサーバ３０の制御部３０Ａに再生要求を与えることにより、当該デ
イリーサーバ３０が再生可能状態にあるか否かを確認し、肯定結果を得るとフアイリング
ターミナル４７に再生許可を与える。
【００５８】
そしてシステム制御部２６は、この後フアイリングターミナル４７から所定フアイルの再
生命令が与えられると、デイリーサーバ３０の制御部３０Ａに当該フアイルの再生命令を
与えることにより、当該制御部３０Ａの制御のもとにデイリーサーバ３０の記録再生部３
０Ｂからそのフアイルの映像音声データＤ１０を読み出させ、これを当該デイリーサーバ
３０とモニタ５０に与えることにより、当該映像音声データＤ１０に基づく映像を表示さ
せる。
【００５９】
　一方システム制御部２６は、図２（Ｃ）に示すように、ＥＤＬ作成装置
からクリツプサーバ３３の記録再生部３３Ｂ内に格納されたフアイルの閲覧要求が与えら
れると、クリツプサーバ３３の制御部３３Ａに閲覧要求を与えることにより、当該クリツ
プサーバ３３がフアイルデータを再生可能状態にあるか否かを確認し、肯定結果を得ると
対応するＥＤＬ作成装置 に閲覧許可を与える。
【００６０】
　そしてシステム制御部２６は、この後そのＥＤＬ作成装置 から所定フア
イルの閲覧命令が与えられると、クリツプサーバ３３の制御部３３Ａにそのフアイルの再
生命令を与えることにより、当該クリツプサーバ３３の記録再生部３３Ｂから対応するフ
アイルの高圧縮符号化データＤ２０を読み出させ、これを対応するＥＤＬ作成装置

に送出させる。
【００６１】
　さらにシステム制御部２６は、この後そのＥＤＬ 装置 からフアイル
の閲覧要求が与えられるたびに同様の動作を実行し、かくして指定されたフアイルの高圧
縮符号化データＤ２０に基づく映像を順次ＥＤＬ作成装置 のモニタに表示
させる。
【００６２】
　さらにシステム制御部２６は、この後図３（Ａ）のようにＥＤＬ作成装置

からＥＤＬの登録要求及びそのＥＤＬデータが与えられると、これを外部記憶装置３５
に格納する。
【００６３】
さらにシステム制御部２６は、上述のように各ＥＤＬ実行装置４０Ａ～４０Ｃの稼働状態
を常時監視し、いずれかのＥＤＬ実行装置４０Ａ～４０Ｃに空きが生じた場合には、図３
（Ｂ）に示すように、外部記憶装置３５からＥＤＬデータを読み出し、これをそのＥＤＬ
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実行装置４０Ａ～４０Ｃに送出する。
【００６４】
さらにシステム制御部２６は、この後そのＥＤＬ実行装置４０Ａ～４０Ｃから編集に必要
な映像音声データＤ１０の再生要求が与えられると、デイリーサーバ３０の制御部３０Ａ
に再生要求を与えることにより当該デイリーサーバ３０が再生可能状態にあるか否かを確
認すると共に、オンエアサーバ４１の制御部４１Ａに収録要求を与えることにより、当該
オンエアサーバ４１がデータを収録可能状態にあるか否かを確認する。
【００６５】
　そしてシステム制御部２６は、デイリーサーバ３０の制御部３０Ａ及びオンエアサーバ
４１の制御部４１Ａから許可が与えられると、指定された映像音声データＤ１０の再生命
令をデイリーサーバ３０の制御部３０Ａに与えることにより、当該デイリーサーバ３０の
記録再生部３０Ｂからその映像音声データＤ１０を読み出させて対応するＥＤＬ実行装置

に送出させる。
【００６６】
さらにこのときシステム制御部２６は、オンエアサーバ４１の制御部４１に収録命令を与
えることにより、そのＥＤＬ実行装置４０Ａ～４０Ｃから出力される編集された映像音声
データＤ１３Ａ～Ｄ１３Ｃを当該オンエアサーバ４１の記録再生部４１Ｂに順次登録させ
る。
【００６７】
一方システム制御部２６は、図３（Ｃ）に示すように、この後オンエアターミナル４９か
らオンエアサーバ４１の記録再生部４１Ｂ内に格納されたフアイルの再生要求が与えられ
ると、オンエアサーバ４１の制御部４１Ａに再生要求を与えることにより、当該オンエア
サーバ４１がデータを再生可能な状態にあるか否かを確認すると共に、肯定結果を得ると
、オンエアターミナル４９に再生許可を与える。
【００６８】
そしてシステム制御部２６は、この後オンエアターミナル４９から所定フアイルの再生命
令が与えられると、オンエアサーバ４１の制御部４１Ａに指定されたフアイルの再生命令
を与えることにより、当該オンエアサーバ４１の記録再生部４１Ｂからそのフアイルの映
像音声データＤ１３Ａ～Ｄ１３Ｄを読み出させ、これを当該オンエアサーバ４１と接続さ
れたモニタ５１に送出させる。これによりシステム制御部２６は、指定されたフアイルの
映像音声データＤ１３Ａ～Ｄ１３Ｄに基づく映像をモニタ５１に表示させる。
【００６９】
さらにシステム制御部２６は、図３（Ｄ）に示すように、オンエアターミナル４９からオ
ンエアリストに基づいて所定フアイルのオンエア要求が与えられると、オンエアサーバ４
１の制御部４１Ａに当該フアイルのオンエア要求を与えることにより、当該制御部４１Ａ
の制御のもとにオンエアサーバ４１の記録再生部４１Ｂからそのフアイルの映像音声デー
タＤ１３Ａ～Ｄ１３Ｄを読み出させ、これをオンエア装置に送出させる。またシステム制
御部２６は、この後オンエアサーバ４１の制御部４１Ａから完了通知が与えられると、そ
のフアイルのオンエア処理を終了する。
【００７０】
（３）本実施の形態の動作及び効果
以上の構成において、このニユース番組制作放送システム２０では、供給される非圧縮又
は低圧縮の映像音声データＤ１０をデイリーサーバ３０に格納すると共に、当該映像音声
データＤ１０を高圧縮符号化してクリツプサーバ３３に格納する。
【００７１】
そしてこのクリツプサーバ３３に格納された高圧縮符号化された映像音声データＤ１０（
高圧縮符号化データＤ１２）は、ＥＤＬ作成装置３４Ａ～３４Ｎにより読み出し、復号す
ることができ、当該復号された映像音声データＤ１０に基づく映像をＥＤＬ作成装置３４
Ａ～３４Ｎにモニタ表示させることができる。またオペレータはこのモニタ表示された映
像に基づき、ＥＤＬ作成装置３４Ａ～３４Ｎを用いてＥＤＬを作成することができる。
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【００７２】
そしてこの作成されたＥＤＬデータに基づいてＥＤＬ実行装置４０Ａ～４０Ｎがデイリー
サーバ３０に格納された非圧縮又は低圧縮の映像音声データＤ１０を用いて編集処理を実
行し、得られた映像音声データＤ１３Ａ～Ｄ１３Ｃがオンエアサーバ４１に登録され、指
定された時刻に再生されて送出される。
【００７３】
ここでこのニユース番組制作放送システム２０の場合、上述のようにクリツプサーバ３３
に格納される映像音声データＤ１０は、高圧縮符号化されたものであり、非圧縮又は低圧
縮された映像音声データを読み出す場合に比べて高速で読み出すことができる。そしてそ
の分このニユース番組制作放送システム２０では、より多くのＥＤＬ作成装置３４Ａ～３
４Ｎをクリツプサーバ３３に接続することができる。
【００７４】
従つてこのニユース番組制作放送システム２０では、図４において上述した従来のニユー
ス番組制作放送システム１との比較において、第１のＡＶサーバ２（図４）及びクリツプ
サーバ３３（図１）が同じデータ転送能力を有している場合に、第１のＡＶサーバ２に接
続できる編集装置４Ａ～４Ｎ（図４）の数よりもさらに多くのＥＤＬ作成装置３４Ａ～３
４Ｎをクリツプサーバ３３に接続することができる。
【００７５】
この結果このニユース番組制作放送システム２０では、その分より多くの人員がクリツプ
サーバ３３及びデイリーサーバ３０に登録された取材により得られた映像音声データＤ１
０の内容を確認でき、またより多くの人員によつてＥＤＬを作成することができる。
またこのニユース番組制作放送システム２０においては、従来のニユース番組制作放送シ
ステム１（図４）の編集装置４Ａ～４Ｎを増加させる場合に比べてより安価に、かつ容易
にＥＤＬ作成装置３４Ａ～３４Ｎを増加させることができ、拡張性が高い利点をも有して
いる。
【００７６】
以上の構成によれば、供給される非圧縮又は低圧縮の映像音声データＤ１０をデイリーサ
ーバ３０により記憶保持すると共に、当該映像音声データＤ１０を高圧縮符号化してクリ
ツプサーバ３３に記憶保持し、クリツプサーバ３３に記憶保持された高圧縮符号化された
映像音声データＤ１０（高圧縮符号化データＤ１２）に基づいてＥＤＬ作成装置３４Ａ～
３４ＮによりＥＤＬを作成し、得られたＥＤＬに基づいてデイリーサーバ３０に記憶保持
された映像音声データＤ１０を用いてＥＤＬ実行装置４０Ａ～４０Ｃにより編集処理を行
うようにしたことにより、より多くの人が取材により得られた映像音声データＤ１０の内
容を確認できると共に、より多くの人員によつてＥＤＬを作成し得るようにすることがで
き、かくして番組制作作業の効率を向上させ得るニユース番組制作放送システムを実現で
きる。
【００７７】
（４）他の実施の形態
なお上述の実施の形態においては、供給される非圧縮又は低圧縮された映像音声データＤ
１０を記憶保持する第１の記憶保持手段として、デイスクアレイ構成の記録再生部３０Ｂ
（図２）を有するＡＶサーバでなるデイリーサーバ３０を適用するようにした場合につい
て述べたが、本発明はこれに限らず、この他種々の記憶保持手段を適用できる。
【００７８】
　また上述の実施の形態においては、供給される映像 データＤ１０を高圧縮して記憶
保持する第２の記憶保持手段として、入力バツフア装置３１、エンコーダ部３２及びデイ
スクアレイ構成の記録再生部３３Ｂ（図２）を有し、データ圧縮伸長部を有さないＡＶサ
ーバでなるクリツプサーバ３３を適用するようにした場合について述べたが、本発明はこ
れに限らず、例えばデータ圧縮伸長機能を有する１つのＡＶサーバを適用するようにして
も良く、第２の記憶保持手段の構成としては、この他種々の構成を適用できる。
【００７９】
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さらに上述の実施の形態においては、クリツプサーバ３３に記憶保持された高圧縮された
映像音声データＤ１０（高圧縮符号化データＤ２０）に基づいてＥＤＬを作成することが
できる編集実行順序リスト作成手段として、パーソナルコンピユータ構成のＥＤＬ作成装
置３４Ａ～３４Ｎを適用するようにした場合について述べたが、本発明はこれに限らず、
この他種々の構成のものを適用できる。
【００８０】
さらに上述の実施の形態においては、ＥＤＬ作成装置３４Ａ～３４Ｎにおいて作成された
ＥＤＬに基づいて、デイリーサーバ３０に記憶保持された非圧縮又は低圧縮された映像音
声データＤ１０を加工編集する編集実行順序リスト実行手段を、このニユース番組制作放
送システム２０全体の制御を司るシステム制御部２６と、複数台のＥＤＬ実行装置４０Ａ
～４０Ｃとで構成するようにした場合について述べたが、本発明はこれに限らず、例えば
作成されたＥＤＬに基づいてＥＤＬ実行装置４０Ａ～４０Ｃの稼働状態を制御する制御部
をシステム制御部２６とは別体に設けるようにしても良く、編集実行順序リスト実行手段
の構成としては、この他種々の構成を適用できる。
【００８１】
さらに上述実施の形態においては、本発明をニユース番組制作放送システム２０に適用す
るようにした場合について述べたが、本発明はこれに限らず、入力する映像信号を加工編
集するこの他種々の映像信号処理装置に適用できる。
【００８２】
【発明の効果】
　上述のように本発明によれば、供給される非圧縮又は低圧縮された信号を

記憶保持する第１の記憶保持手段と、供給される非圧縮又は低
圧縮された信号を高圧縮し 記憶保持する第２の記憶保持手段
と、第２の記憶保持手段に記憶保持された高圧縮された信号に基づいて編集実行順序を規
定した編集実行順序リストを作成することができる編集実行順序リスト作成手段と、編集
実行順序リスト作成手段において作成された編集実行順序リストに基づいて、第１の記憶
保持手段に記憶保持された非圧縮又は低圧縮された信号を加工編集

する編集実行順序リスト実行手段とを設けるようにしたことにより、

、かくして番組制作作業の効率を向上さ
せ得る映像信号処理装置を実現できる。
【００８３】
　また本発明によれば、供給される非圧縮又は低圧縮された信号を

記憶保持する一方、供給される非圧縮又は低圧縮
された信号を高圧縮し 記憶保持し、

高圧縮された信号に基づいて編集実行順序を規定した
編集実行順序リストを作成し、作成された編集実行順序リストに基づいて、

非圧縮又は低圧縮された映像信号を加工編集
するようにしたことにより、
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当該非圧縮又
は低圧縮された信号として

当該高圧縮された信号として

し、当該加工編集され
た信号を出力 編集実
行順序リストに基づく加工編集に用いる信号の情報量はそのままに、編集実行順序リスト
作成手段と第２の記憶保持手段とでやり取りする、編集実行順序リストの作成に用いる信
号の情報量を少なくすることができるので、より多くの編集実行順序リスト作成手段を第
２の記憶保持手段に接続することができると共に編集実行順序リスト作成の負荷を低減す
ることができ、さらに編集実行順序リストに基づく加工編集に用いる信号を記憶保持する
第１の記憶保持手段と、編集実行順序リストの作成に用いる信号を記憶保持する第２の記
憶保持手段とを別々に設けているので、編集実行順序リストに基づく加工編集と、編集実
行順序リストの作成とを独立して行うことができ

当該非圧縮又は低圧縮
された信号として第１の記憶保持手段に

当該高圧縮された信号として第２の記憶保持手段に 第
２の記憶保持手段に記憶保持された

第１の記憶保
持手段に記憶保持された し、当該加工編集さ
れた信号を出力 編集実行順序リストに基づく加工編集に用い
る信号の情報量はそのままに、編集実行順序リストの作成に用いる信号の情報量を少なく
することができるので、編集実行順序リスト作成の負荷を低減することができ、また編集
実行順序リストに基づく加工編集に用いる信号を記憶保持する第１の記憶保持手段と、編
集実行順序リストの作成に用いる信号を記憶保持する第２の記憶保持手段とを別々に設け
ているので、編集実行順序リストに基づく加工編集と、編集実行順序リストの作成とを独



、かくして番組制作作業の効率を向上させ得る映像信号処理方法を
実現できる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本実施の形態によるニユース番組制作放送システムの構成を示すブロツク図であ
る。
【図２】システム制御部の処理の説明に供する概念図である。
【図３】システム制御部の処理の説明に供する概念図である。
【図４】従来のニユース番組制作放送システムの構成を示すブロツク図である。
【符号の説明】
２０……ニユース番組制作放送システム、２２……オフラインＥＤＬ作成系、２３……オ
ンエアリスト作成系、２４……オンライン編集送出系、２５……アーカイブ、２６……シ
ステム制御部、２７……ＬＡＮ、３０……デイリーサーバ、３１……入力バツフア装置、
３２……エンコーダ部、３３……クリツプサーバ、３４Ａ～３４Ｎ……ＥＤＬ作成装置、
３５……外部記憶装置、３６、４５……データベース管理装置、４０Ａ～４０Ｃ……ＥＤ
Ｌ実行装置、４１……オンエアサーバ、４２……編集装置、４３……ニアラインサーバ、
４４……カートマシン、Ｄ１０、Ｄ１１、Ｄ１３Ａ～１３Ｄ……映像音声データ、Ｄ１２
……高圧縮符号化データ。
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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