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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の編集済み素材を収録し、前記編集済み素材を出力する複数の出力ポートを有する
送出サーバと、前記送出サーバから入力される編集済み素材と外部入力されるライブ素材
とを選択的に切り替えてオンエア映像として送出する映像切替器とを具備する番組送出シ
ステムであって、
　前記ライブ素材に対応するライブ素材ボタンと、前記複数の編集済み素材それぞれに対
応する複数の編集済み素材ボタンとを提示し、いずれかのボタンの選択操作を受け付ける
選択処理手段と、
　前記選択処理手段によりライブ素材ボタンが選択された場合に、前記映像切替器を切り
替えて前記ライブ素材をオンエア映像として送出させるライブ素材送出手段と、
　前記選択処理手段により編集済み素材ボタンが選択された場合には、前記複数の出力ポ
ートのうちから空きポートを検出し、当該ボタンに対応する編集済み素材を前記検出され
た空きポートから出力させると同時に、前記映像切替器を切り替えて前記編集済み素材を
オンエア映像として送出させる編集済み素材送出手段と
を備えることを特徴とする番組送出システム。
【請求項２】
　前記選択処理手段は、前記送出サーバに編集済み素材が収録されたときに、当該編集済
み素材に対応する編集済み素材ボタンを追加し、前記送出サーバから編集済み素材が削除
されたときに、前記削除された編集済み素材に対応する編集済み素材ボタンを削除するこ
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とを特徴とする請求項１記載の番組送出システム。
【請求項３】
　前記選択処理手段は、前記編集済み素材ボタンとして当該編集済み素材の映像をもとに
作成されるサムネイルを表示することを特徴とする請求項１記載の番組送出システム。
【請求項４】
　複数の編集済み素材を収録し、前記編集済み素材を出力する複数の出力ポートを有する
送出サーバと、前記送出サーバから入力される編集済み素材と外部入力されるライブ素材
とを選択的に切り替えてオンエア映像として送出する映像切替器とを具備する番組送出シ
ステムで用いられ、
　前記ライブ素材に対応するライブ素材ボタンと、前記複数の編集済み素材それぞれに対
応する複数の編集済み素材ボタンとを提示し、いずれかのボタンの選択操作を受け付ける
選択処理ステップと、
　前記選択処理ステップによりライブ素材ボタンが選択された場合に、前記映像切替器を
切り替えて前記ライブ素材をオンエア映像として送出させるライブ素材送出ステップと、
　前記選択処理ステップにより編集済み素材ボタンが選択された場合には、前記複数の出
力ポートのうちから空きポートを検出し、当該ボタンに対応する編集済み素材を前記検出
された空きポートから出力させると同時に、前記映像切替器を切り替えて前記編集済み素
材をオンエア映像として送出させる編集済み素材送出ステップと
を備えることを特徴とする番組送出方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、例えば、生番組を送出するための番組送出システム及び番組送出方法に関
する。
【背景技術】
【０００２】
　報道やバラエティ等の生番組の素材は、大きく、ライブ素材（スタジオ内のカメラ、他
放送局からの中継回線等）と、送出サーバから出力される編集済み素材に分類される。こ
れらの素材が映像切替器により選択されてオンエア放送として送出される。これらの素材
を手動で送出する場合、ライブ素材は、映像切替器による入力ライン選択操作だけで送出
できるが、編集済み素材は、上記入力ライン選択に先立ち、送出サーバのポート割当て、
スタンバイ（一時停止）、スタートなどの操作ステップを必要とする。このため、編集済
み素材を送出する場合には、ライブ素材と同じ操作で扱うことができなかった。
【０００３】
　なお、従来、収録時の素材長等の設定作業を自動化することにより収録から送出開始ま
での時間を短縮化する手法（特許文献１を参照。）や、素材送出前に素材情報を提示する
ことで放送トラブルを容易に発見する手法（特許文献２）が提案されている。
【特許文献１】特開２００１－７７７７６公報
【特許文献２】特開２００２－２９０９２８公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　上記述べたように、ライブ素材は、入力ラインの選択操作だけで簡単に送出できるが、
編集済み素材は、前もって送出サーバのポート割当て、スタンバイ（一時停止）、スター
トなどの操作ステップを必要とするため、操作が煩雑であり、素材の送出までに時間がか
かったり、操作を誤ったりする場合があった。
【０００５】
　この発明は上記事情に着目してなされたもので、その目的とするところは、ライブ素材
と編集済み素材とを同一の手順で簡単に送出することができる番組送出システム及び番組
送出方法を提供することにある。
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【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記目的を達成するためにこの発明に係わる番組送出システム及び番組送出方法は、複
数の編集済み素材を収録し、前記編集済み素材を出力する出力ポートを有する送出サーバ
と、前記送出サーバから入力される編集済み素材と外部入力されるライブ素材とを選択的
に切り替えてオンエア映像として送出する映像切替器とを具備する番組送出システムであ
って、前記ライブ素材に対応するライブ素材ボタンと、前記複数の編集済み素材それぞれ
に対応する複数の編集済み素材ボタンとを提示し、いずれかのボタンの選択操作を受け付
ける選択処理手段と、前記選択処理手段によりライブ素材ボタンが選択された場合に、前
記映像切替器を切り替えて前記ライブ素材をオンエア映像として送出させるライブ素材送
出手段と、前記選択処理手段により編集済み素材ボタンが選択された場合には、当該ボタ
ンに対応する編集済み素材を前記出力ポートから出力させると同時に、前記映像切替器を
切り替えて前記編集済み素材をオンエア映像として送出させる編集済み素材送出手段とを
備えるものである。
【０００７】
　上記構成によれば、送出サーバに収録される素材毎に素材ボタンを配置し、編集済み素
材の送出を、素材選択操作のみで行えるようにしている。これにより、ライブ素材と、編
集済み素材の送出操作の手順を同一にすることができ、番組送出操作を簡単かつ確実に行
うことができる。
【０００８】
　また、この発明は、次のような各種構成を備えることも特徴とする。　
　第１の構成は、前記送出サーバが複数の出力ポートを有する場合に、前記編集済み素材
送出手段は、前記複数の出力ポートのうち空きポートを検出する検出手段を具備し、前記
検出手段により検出された空きポートにより前記選択された編集済み素材を出力させるよ
うにする。　
　このようにすると、送出サーバが複数の出力ポートを有する場合には、空いている出力
ポートが自動に割付けられて選択された素材が出力される。これにより、出力ポートを意
識せず、ライブ素材と同等の操作で送出が可能になる。
【０００９】
　第２の構成は、前記選択処理手段は、前記送出サーバに編集済み素材が収録されたとき
に、当該編集済み素材に対応する編集済み素材ボタンを追加し、前記送出サーバから編集
済み素材が削除されたときに、前記削除された編集済み素材に対応する編集済み素材ボタ
ンを削除することを特徴とする。　
　このように構成することにより、送出サーバに収録されている素材に対応する素材ボタ
ンのみが提示されるため、送出操作を誤ることなく、確実に行うことができる。
【００１０】
　第３の構成は、前記選択処理手段は、前記編集済み素材ボタンとして当該編集済み素材
の映像をもとに作成されるサムネイルを表示するものである。　
　このようにすると、素材の内容を把握して送出することが可能となるため、選択操作の
誤りを防止することができる。
【発明の効果】
【００１１】
　したがってこの発明によれば、ライブ素材と編集済み素材とを同一の手順で簡単に送出
することができる番組送出システム及び番組送出方法を提供することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１２】
　以下、図面を参照しながら本発明の実施の形態を詳細に説明する。　
　図１は、この発明の番組送出システムの一実施形態を示す構成図である。この番組送出
システムは、送出映像選択端末１１と、送出サーバ１２と、映像切替器１３とを備える。
生番組の映像素材として、ライブ素材（アナウンサ、および現地中継等）は、カメラＣ１
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～Ｃｎ、回線Ｒ１～Ｒｎ、その他リアルタイム映像ＡＵＸ１～ＡＵＸｎからリアルタイム
に入力され、編集済み素材は、送出サーバ１２内に素材Ａ～Ｚとしてそれぞれ蓄積されて
いる。送出サーバ１２は、送出映像選択端末１１により指定される編集済み素材を選択さ
れたサーバポートからベースバンド出力する。映像切替器１３には、カメラＣ１～Ｃｎ、
回線Ｒ１～Ｒｎ、その他リアルタイム映像ＡＵＸ１～ＡＵＸｎ、及びサーバポートＳＶ１
～ＳＶｎから素材が入力され、映像切替器１３は、送出映像選択端末１１から供給される
制御信号に基づいて、上記いずれかの入力ラインを選択してオンエア映像として送出する
。また、図１に示すように、送出映像選択端末１１には、ライブ素材を送出するための入
力ライン毎のライブ素材ボタン（カメラＣ１～Ｃｎ、回線Ｒ１～Ｒｎ、その他リアルタイ
ム映像ＡＵＸ１～ＡＵＸｎ）と、編集済み素材を送出するための編集済み素材ボタン（素
材Ａ～Ｚ）が配置される。
【００１３】
　次に、このように構成される番組送出システムの動作について説明する。　
　（編集済み素材ボタン作成処理）　
図２は、送出映像選択端末１１に表示される編集済み素材ボタンの作成処理の手順とその
内容を示すフローチャートである。　
　送出サーバ１２に、編集済み素材が収録されると（ステップＳ２１）、素材名称（ＩＤ
）の入力を受け付け（ステップＳ２２）、当該素材の収録が完了するまで処理を行う（ス
テップＳ２３）。そして、収録素材の確認のためのプレビューが必要か否かの選択入力を
受け付け（ステップＳ２４）、プレビューが必要と選択された場合には、収録された素材
を読み出し再生する（ステップＳ２５）。一方、ステップＳ２４において、収録素材の確
認を省略する場合には、ステップＳ２６に移行する。そして、送出映像選択端末１１に当
該収録素材の編集済み素材ボタンを表示し（ステップＳ２６）、この編集済み素材ボタン
に上記入力された素材名称（ＩＤ）を表示する（ステップＳ２７）。
【００１４】
　（編集済み素材ボタン削除処理）　
図３は、送出映像選択端末１１に表示される編集済み素材ボタンの削除処理の手順とその
内容を示すフローチャートである。　
　送出サーバ１２に収録されている編集済み素材の削除要求を受け付ける（ステップＳ３
１）と、当該素材名称（ＩＤ）の選択を受け付ける（ステップＳ３２）。そして、選択さ
れた素材の削除を行う（ステップＳ３３）。上記素材の削除が完了すると、送出映像選択
端末１１において、削除された素材に対応する編集済み素材ボタンを削除する（ステップ
Ｓ３４）。
【００１５】
　（素材送出処理）　
図４は、この発明の番組送出システムの素材送出処理の手順とその内容を示すフローチャ
ートである。　
　送出映像選択端末１１において、ライブ素材ボタンまたは編集済み素材ボタンのいずれ
かのボタンが押下される（ステップＳ４１）と、編集済み素材ボタンが選択されたか否か
を判定する（ステップＳ４２）。この判定において、カメラＣ１～Ｃｎまたは回線Ｒ１～
Ｒｎ、その他リアルタイム映像ＡＵＸ１～ＡＵＸｎのいずれかを指定するライブ素材ボタ
ンが選択された場合には、ステップＳ４６に移行して、映像切替器１３を選択された入力
ラインに切り替えてオンエア映像として送出する。
【００１６】
　一方、ステップＳ４２の判定において、素材Ａ～Ｚのいずれかを指定する編集済み素材
ボタンが選択された場合には、ステップＳ４３に移行して、送出サーバ１２は、複数の出
力ポートのうち空きポートを検出し、上記選択された素材の送出を検出された空きポート
に割り付ける（ステップＳ４３）。さらに、上記素材の再生開始制御を行ったのち（ステ
ップＳ４４）、映像切替器１３の切替先を上記素材に割り付けられたポートに設定する（
ステップＳ４５）。そして、映像切替器１３を設定されたポートに切り替えて選択された
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【００１７】
　従来では、映像切替を制御する送出映像選択端末１１には、映像切替器１３の入力ライ
ン毎に、選択ボタン（カメラＣ１～Ｃｎ、回線Ｒ１～Ｒｎ、その他リアルタイム映像ＡＵ
Ｘ１～ＡＵＸｎ、及びサーバポートＳＶ１～ＳＶｎ）が配置されていた。そのため、ライ
ブ素材は選択ボタンを選択するだけで送出できるが、送出サーバ１２に収録される編集済
み素材は、予め送出サーバ１２側での出力ポートの割り付けと、素材の選択（スタンバイ
及び再生制御）、さらに送出映像選択端末１１側での入力ライン（サーバポートＳＶ１～
ＳＶｎ）の選択が必要であった。
【００１８】
　これに対し、本発明では、送出映像選択端末１１に、ライブ素材については入力ライン
毎のライブ素材ボタンを配置し、編集済み素材については送出サーバ１２に収録される編
集済み素材毎に編集済み素材ボタンを配置する。そして、上記編集済み素材ボタンが押下
されると、送出サーバ１２は、空きポートを検出し、当該素材の送出を検出された空きポ
ートに割り付け、再生制御を行う。さらに映像切替器１３を上記割り付けられたポートに
切り替えることで、上記素材をオンエア映像として出力する。このようにすることで、編
集済み素材の送出を素材選択操作のみで行えるため、ライブ素材と編集済み素材の送出操
作の手順を同一にすることができ、送出操作を簡単かつ確実に行うことができる。
【００１９】
　なお、この発明は、上記実施形態に限定されるものではない。例えば、編集済み素材ボ
タンに素材映像をもとに作成したサムネイルを表示するようにするとよい。このようにす
ると、素材の内容を把握して送出することができるため、選択操作の誤りを防止すること
ができる。その他にも、上記述べた番組送出システムの構成及び動作手順とその内容につ
いても、この発明を逸脱しない範囲で種々に変形して実施できる。
【００２０】
　要するにこの発明は、上記実施形態そのままに限定されるものではなく、実施段階では
その要旨を逸脱しない範囲で構成要素を変形して具体化できる。また、上記実施形態に開
示されている複数の構成要素の適宜な組み合せにより種々の発明を形成できる。例えば、
実施形態に示される全構成要素から幾つかの構成要素を削除してもよい。さらに、異なる
実施形態に亘る構成要素を適宜組み合せてもよい。
【図面の簡単な説明】
【００２１】
【図１】この発明の番組送出システムの一実施形態を示す構成図。
【図２】図1に示す送出映像選択端末に表示される編集済み素材ボタンの作成処理の手順
とその内容を示すフローチャート。
【図３】図1に示す送出映像選択端末に表示される編集済み素材ボタンの削除処理の手順
とその内容を示すフローチャート。
【図４】図1に示す番組送出システムの素材送出処理の手順とその内容を示すフローチャ
ート。
【符号の説明】
【００２２】
　１１…送出映像選択端末、１２…送出サーバ、１３…映像切替器。
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