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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ユーザからの操作入力を受け付けるものであって、少なくとも、方向指示操作入力を受
け付ける方向指示用キーと決定操作入力を受け付ける決定操作用キーとを備える操作入力
部と、
　複数の画像フレームからなる画像フレーム群ごとにデータ圧縮が行なわれている動画像
データを格納する格納部と、
　編集モード制御手段と、
　を備えると共に、
　前記格納部に格納されている前記動画像データのうちから大まかな編集点の画像位置を
選択するための検索再生用モードと、
　前記格納部に格納されている前記動画像データの、前記画像フレーム群のうちの１枚の
画像フレームのサムネイルからなる群単位サムネイルの複数個を、時間経過の順に並べた
群単位サムネイル配列を表示すると共に、前記操作入力部の前記方向指示用キーにおける
前記群単位サムネイル配列の配列方向に沿った方向の方向指示操作入力を群単位サムネイ
ルの選択変更操作入力として受け付けて、選択中の群単位サムネイルを変更する群単位編
集点選択モードと、
　前記選択中の群単位サムネイルに対応する前記画像フレーム群を構成する複数の画像フ
レームのそれぞれについてのフレーム単位サムネイルの複数個を、時間経過の順に並べた
フレーム単位サムネイル配列を少なくとも表示すると共に、前記操作入力部の前記方向指
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示用キーにおける前記フレーム単位サムネイル配列の配列方向に沿った方向の方向指示操
作入力をフレーム単位サムネイルの選択変更操作入力として受け付けて、選択中のフレー
ム単位サムネイルを変更するフレーム単位編集点選択モードと、
　を備え、
　前記編集モード制御手段は、
　前記操作入力部を通じた編集モードへの切り替えのための第１の操作入力を受けたとき
に、前記検索再生用モードを起動する手段と、
　前記検索再生用モードにおいて、前記操作入力部を通じた、前記大まかな編集点の画像
位置の選択決定のための第２の操作入力を受けたときに、前記検索再生用モードから前記
群単位編集点選択モードに切り換え、少なくとも当該切り換え時は、前記大まかな編集点
の画像フレーム群の群単位サムネイルと、その時間的に前後の画像フレーム群の群単位サ
ムネイルとからなる複数個の前記群単位サムネイル配列を表示するようにする第１の切り
換え手段と、
　前記群単位編集点選択モードにおいて、前記操作入力部の前記方向指示用キーにおける
前記群単位サムネイル配列の配列方向とは異なる所定方向の方向指示操作入力を受け付け
たときと、何等の操作入力がない状態が一定時間以上継続したときに、前記群単位編集点
選択モードから前記フレーム単位編集点選択モードに切り換える第２の切り換え手段と、
　前記フレーム単位編集点選択モードにおいて、前記操作入力部の前記方向指示用キーに
おける前記フレーム単位サムネイル配列の配列方向とは異なる所定方向の方向指示操作入
力を受け付けたときに、前記フレーム単位編集点選択モードから前記群単位編集点選択モ
ードに切り換える第３の切り換え手段と、
　前記群単位編集点選択モードにおいて、前記操作入力部を通じて決定操作入力を受けた
ときには、前記選択中の群単位サムネイルに対応するフレームを編集点として決定すると
共に、前記フレーム単位編集点選択モードにおいて、前記操作入力部を通じて決定操作入
力を受けたときには、前記選択中のフレーム単位サムネイルに対応するフレームを編集点
として決定する編集点決定手段と
　を備える動画像データの編集装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の動画像データの編集装置において、
　前記群単位編集点選択モードのときには、当該群単位編集点選択モードであることを報
知する表示を行うと共に、前記フレーム単位編集点選択モードのときには、当該フレーム
単位編集点選択モードであることを報知する表示を行う
　動画像データの編集装置。
【請求項３】
　請求項１に記載の動画像データの編集装置において、
　前記フレーム単位編集点選択モードにおいては、前記群単位サムネイル配列に加えて前
記フレーム単位サムネイル配列を表示するようにするものであり、前記選択中の前記群単
位サムネイルに対応する前記画像フレーム群の前記フレーム単位サムネイル配列を、前記
選択中の前記群単位サムネイルとの関連付けがされた状態で、前記群単位サムネイル配列
に加えて表示するようにする
　動画像データの編集装置。
【請求項４】
　請求項３に記載の動画像データの編集装置において、
　前記群単位サムネイル配列と前記フレーム単位サムネイル配列とは、選択中の群単位サ
ムネイル位置で互いに交差するようにして表示される
　ことを特徴とする動画像データの編集装置。
【請求項５】
　請求項３に記載の動画像データの編集装置において、
　前記群単位サムネイル配列と前記フレーム単位サムネイル配列は、並行して２列に表示
されると共に、前記選択中の前記群単位サムネイルに対しては他の群単位サムネイルとは
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区別可能な表示がなされている
　ことを特徴とする動画像データの編集装置。
【請求項６】
　請求項４に記載の動画像データの編集装置において、
　前記フレーム単位編集点選択モードにおいては、前記操作入力部の前記方向指示用キー
における前記群単位サムネイル配列の配列方向に沿った方向の方向指示操作入力を前記選
択変更操作入力として受け付けて、選択中の群単位サムネイルを変更し、当該変更に合わ
せて前記フレーム単位サムネイル配列を、変更後の前記選択中の群単位サムネイルに対応
する前記画像フレーム群を構成する複数の画像フレームのそれぞれについてのフレーム単
位サムネイルの複数個からなるものに変更する
　動画像データの編集装置。
【請求項７】
　ユーザからの操作入力を受け付けるものであって、少なくとも、方向指示操作入力を受
け付ける方向指示用キーと決定操作入力を受け付ける決定操作用キーとを備える操作入力
部と、
　複数の画像フレームからなる画像フレーム群ごとにデータ圧縮が行なわれている動画像
データを格納する格納部と、
　を備えると共に、
　前記格納部に格納されている前記動画像データのうちから大まかな編集点の画像位置を
選択するための検索再生用モードと、
　前記格納部に格納されている前記動画像データの、前記画像フレーム群のうちの１枚の
画像フレームのサムネイルからなる群単位サムネイルの複数個を、時間経過の順に並べた
群単位サムネイル配列を表示すると共に、前記操作入力部の前記方向指示用キーにおける
前記群単位サムネイル配列の配列方向に沿った方向の方向指示操作入力を群単位サムネイ
ルの選択変更操作入力として受け付けて、選択中の群単位サムネイルを変更する群単位編
集点選択モードと、
　前記選択中の群単位サムネイルに対応する前記画像フレーム群を構成する複数の画像フ
レームのそれぞれについてのフレーム単位サムネイルの複数個を、時間経過の順に並べた
フレーム単位サムネイル配列を少なくとも表示すると共に、前記操作入力部の前記方向指
示用キーにおける前記フレーム単位サムネイル配列の配列方向に沿った方向の方向指示操
作入力をフレーム単位サムネイルの選択変更操作入力として受け付けて、選択中のフレー
ム単位サムネイルを変更するフレーム単位編集点選択モードと、
　を備える動画像データの編集装置において、前記動画像データについて、所定の編集点
のフレームを決定する動画像データの編集方法であって、
　編集モード起動手段が、前記操作入力部を通じた編集モードへの切り替えのための第１
の操作入力を受けたときに、前記検索再生用モードを起動する工程と、
　第１の切り換え手段が、前記検索再生用モードにおいて、前記操作入力部を通じた、前
記大まかな編集点の画像位置の選択決定のための第２の操作入力を受けたときに、前記検
索再生用モードから前記群単位編集点選択モードに切り換え、少なくとも当該切り換え時
は、前記大まかな編集点の画像フレーム群の群単位サムネイルと、その時間的に前後の画
像フレーム群の群単位サムネイルとからなる複数個の群単位サムネイル配列を表示するよ
うにする第１の切り換え工程と、
　第２の切り替え手段が、前記群単位編集点選択モードにおいて、前記操作入力部の前記
方向指示用キーにおける前記群単位サムネイル配列の配列方向とは異なる所定方向の方向
指示操作入力を受け付けたときと、何等の操作入力がない状態が一定時間以上継続したと
きに、前記群単位編集点選択モードから前記フレーム単位編集点選択モードに切り換える
第２の切り換え工程と、
　第３の切り換え手段が、前記フレーム単位編集点選択モードにおいて、前記操作入力部
の前記方向指示用キーにおける前記フレーム単位サムネイル配列の配列方向とは異なる所
定方向の方向指示操作入力を受け付けたときに、前記フレーム単位編集点選択モードから
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前記群単位編集点選択モードに切り換える第３の切り換え工程と、
　編集点決定手段が、前記群単位編集点選択モードにおいて、前記操作入力部を通じて決
定操作入力を受けたときには、前記選択中の群単位サムネイルに対応するフレームを編集
点として決定すると共に、前記フレーム単位編集点選択モードにおいて、前記操作入力部
を通じて決定操作入力を受けたときには、前記選択中のフレーム単位サムネイルに対応す
るフレームを編集点として決定する編集点決定工程と
　を備える動画像データの編集方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、例えばハードディスクやＤＶＤ（Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｖｅｒｓａｔｉｌｅ　
Ｄｉｓｃ）などに格納された動画像データに対して、例えば再生を行なわない区間の始点
と終点を設定編集する場合に使用して好適な動画像データの編集装置および動画像データ
の編集方法に関し、特に、当該編集を行なう際のユーザ・インターフェースの技術に関す
る。
【背景技術】
【０００２】
　例えばテレビ放送番組を録画して、ハードディスク装置などに一旦格納した動画像デー
タに対して、特に再生して視聴したい部分のみを指定して再生することができるようにす
ることが提案されている（特許文献１（特開平１１－１４６３３６号公報））。
【０００３】
　これは、編集モードにおいて、ハードディスク装置などに一旦格納した動画像データを
読み出して再生し、その再生画像を視聴して、再生時に、スキップしたい画像区間の始点
（編集開始点）と終点（編集終了点）とを指定し、その指定した画像区間の始点および終
点の情報を、動画像データに付加して、ハードディスク装置に書き戻すようにすることに
より、実現される。
【０００４】
　ＤＶＤ－Ｖｉｄｅｏ　Ｒｅｃｏｒｄｉｎｇ（ＤＶＤ－ＶＲ）フォーマットの規格におい
ては、スキップしたい画像区間の始点と終点との情報は、動画像データの付加データとし
て含めて記録することができる。記録される動画像データには、１コンテンツ当たりに、
前記画像区間の始点（イン点）と終点（アウト点）とが、複数対、記録することが可能と
されている。
【０００５】
　ところで、従来、このイン点とアウト点の設定は、編集モードにおいて、再生画面に表
示された再生画像を観ながら、再生ボタンまたはサーチボタンの操作、ポーズ操作、イン
点またはアウト点の設定操作、を繰り返し行なうようにすることにより、編集点としての
イン点とアウト点の設定を行なうようにしている。
【特許文献１】特開平１１－１４６３３６号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　ところが、再生画面のみを観ながらポーズボタンを操作して、編集点を見付ける方法に
よって細かい編集点を設定するのは、非常に困難である。すなわち、従来の方法では、細
かい編集点の設定をしようとする場合には、編集点近傍でポーズボタンを押して画像を停
止させた後、その停止位置の画像がユーザが希望する編集点よりずれているときには、再
生ボタンやサーチボタンとポーズボタンを繰り返し操作することにより、希望する編集点
を見付け出すようにしなければならず、非常に厄介である。
【０００７】
　また、このような厄介な操作により設定した編集点も、実際には、希望する編集点にな
っていない場合もあった。
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【０００８】
　この発明は、以上の点にかんがみ、上記のイン点やアウト点などの編集点の設定を、精
細に、かつ容易にできるようにした動画像データの編集装置および編集方法を提供するこ
とを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上記の課題を解決するために、この発明による動画像データの編集装置は、
　ユーザからの操作入力を受け付けるものであって、少なくとも、方向指示操作入力を受
け付ける方向指示用キーと決定操作入力を受け付ける決定操作用キーとを備える操作入力
部と、
　複数の画像フレームからなる画像フレーム群ごとにデータ圧縮が行なわれている動画像
データを格納する格納部と、
　編集モード制御手段と、
　を備えると共に、
　前記格納部に格納されている前記動画像データのうちから大まかな編集点の画像位置を
選択するための検索再生用モードと、
　前記格納部に格納されている前記動画像データの、前記画像フレーム群のうちの１枚の
画像フレームのサムネイルからなる群単位サムネイルの複数個を、時間経過の順に並べた
群単位サムネイル配列を表示すると共に、前記操作入力部の前記方向指示用キーにおける
前記群単位サムネイル配列の配列方向に沿った方向の方向指示操作入力を群単位サムネイ
ルの選択変更操作入力として受け付けて、選択中の群単位サムネイルを変更する群単位編
集点選択モードと、
　前記選択中の群単位サムネイルに対応する前記画像フレーム群を構成する複数の画像フ
レームのそれぞれについてのフレーム単位サムネイルの複数個を、時間経過の順に並べた
フレーム単位サムネイル配列を少なくとも表示すると共に、前記操作入力部の前記方向指
示用キーにおける前記フレーム単位サムネイル配列の配列方向に沿った方向の方向指示操
作入力をフレーム単位サムネイルの選択変更操作入力として受け付けて、選択中のフレー
ム単位サムネイルを変更するフレーム単位編集点選択モードと、
　を備え、
　前記編集モード制御手段は、
　前記操作入力部を通じた編集モードへの切り替えのための第１の操作入力を受けたとき
に、前記検索再生用モードを起動する手段と、
　前記検索再生用モードにおいて、前記操作入力部を通じた、前記大まかな編集点の画像
位置の選択決定のための第２の操作入力を受けたときに、前記検索再生用モードから前記
群単位編集点選択モードに切り換え、少なくとも当該切り換え時は、前記大まかな編集点
の画像フレーム群の群単位サムネイルと、その時間的に前後の画像フレーム群の群単位サ
ムネイルとからなる複数個の前記群単位サムネイル配列を表示するようにする第１の切り
換え手段と、
　前記群単位編集点選択モードにおいて、前記操作入力部の前記方向指示用キーにおける
前記群単位サムネイル配列の配列方向とは異なる所定方向の方向指示操作入力を受け付け
たときと、何等の操作入力がない状態が一定時間以上継続したときに、前記群単位編集点
選択モードから前記フレーム単位編集点選択モードに切り換える第２の切り換え手段と、
　前記フレーム単位編集点選択モードにおいて、前記操作入力部の前記方向指示用キーに
おける前記フレーム単位サムネイル配列の配列方向とは異なる所定方向の方向指示操作入
力を受け付けたときに、前記フレーム単位編集点選択モードから前記群単位編集点選択モ
ードに切り換える第３の切り換え手段と、
　前記群単位編集点選択モードにおいて、前記操作入力部を通じて決定操作入力を受けた
ときには、前記選択中の群単位サムネイルに対応するフレームを編集点として決定すると
共に、前記フレーム単位編集点選択モードにおいて、前記操作入力部を通じて決定操作入
力を受けたときには、前記選択中のフレーム単位サムネイルに対応するフレームを編集点
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として決定する編集点決定手段と
　を備えることを特徴とする。
【００１０】
　この請求項１の発明による動画像データの編集装置においては、圧縮の単位となる複数
枚の画像フレームからなる画像フレーム群単位で編集点が決定できると共に、当該画像フ
レーム群を構成する複数フレームのうちの１枚のフレーム単位で、編集点を決定すること
ができる。
【００１２】
　また、この発明によれば、群単位編集点選択モードにおいては、表示画面に、圧縮の単
位となる複数枚の画像フレームからなる画像フレーム群のうちの１枚の画像フレームのサ
ムネイルからなる群単位サムネイルの複数個を時間経過の順に並べた群単位サムネイル配
列が表示される。使用者は、当該群単位サムネイル配列から、１つの群単位サムネイルを
選択することで、画像フレーム群単位の編集点を選択することができる。
【００１３】
　そして、当該群単位サムネイルを選択した後、操作入力部を通じて使用者が所定の操作
入力をすると、フレーム単位編集点選択モードに移行する。このフレーム単位編集点モー
ドにおいては、群単位編集点選択モードにおいて選択された群単位サムネイルに対応する
画像フレーム群を構成する複数枚の画像フレームのそれぞれについてのフレーム単位サム
ネイルの複数個を時間経過の順に並べたフレーム単位サムネイル配列が表示される。
【００１４】
　使用者は、このフレーム単位サムネイル配列から、１つのフレーム単位サムネイルを選
択することでフレーム単位の編集点を選択することができる。
【００１５】
　そして、使用者は、操作入力部を通じた決定入力をすることにより、群単位編集点選択
モードで選択された群単位サムネイルに対応するフレームまたはフレーム単位編集点選択
モードで選択されたフレーム単位サムネイルに対応するフレームを編集点として決定する
ことができる。
【００１６】
　つまり、群単位編集点選択モードのみで群単位サムネイルを選択し、その後、決定入力
をすることで、群単位サムネイルに対応するフレーム、すなわち、圧縮単位である複数画
像フレーム毎のフレームを編集点とすることができる。
【００１７】
　そして、使用者は、さらに、詳細に編集点を設定したい場合には、群単位編集点選択モ
ードから、フレーム単位編集点選択モードに移行させ、フレーム単位サムネイルを選択し
て決定入力をすることで、１フレーム単位のフレームを編集点として設定することができ
る。
【発明の効果】
【００１８】
　この発明によれば、編集点の設定を、精細に、かつ容易にできる動画像データの編集装
置および編集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】
【００１９】
　以下、この発明による動画像データの編集装置および編集方法の実施形態を、図を参照
しながら説明する。
【００２０】
　以下に説明する実施形態は、この発明を、放送、光ディスクなどの記録媒体、ゲームな
どの複数種のメディアに亘る複数個のコンテンツを再生することができると共に記録が可
能なマルチメディア記録再生装置における動画像データの編集に適用した場合である。
【００２１】
　なお、コンテンツとは、信号によって表現された、音楽の楽曲、動画や静止画などの画
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像、電子小説などのテキストデータ、ゲームソフトなど、人が視覚的あるいは聴覚的に認
識できる内容情報である。
【００２２】
　また、メディアとは、ハードディスク、光ディスク、メモリカード、磁気テープなどの
情報の記憶媒体や、電波やケーブルなどの情報の伝送媒体を示すものであるが、ゲームメ
ディアなど記憶媒体や伝送媒体が同じであっても、データ形式や圧縮形式が異なるものは
、別のメディアとして区別されるものである。
【００２３】
　＜マルチメディア記録再生システムの構成＞
　図１は、この実施形態が適用されたマルチメディア記録再生装置１０を含むマルチメデ
ィア記録再生システムの基本的な構成を示す。
【００２４】
　この例のマルチメディア記録再生装置１０は、映像やグラフィック・ユーザ・インター
フェース画面を表示する表示用ディスプレイは備えておらず、その代わりに図示を省略し
た映像出力端子を備える。そして、マルチメディア記録再生装置１０の映像出力端子は、
接続ケーブル１１を介して、例えばＣＲＴ（Ｃａｔｈｏｄｅ　Ｒａｙ　Ｔｕｂｅ；陰極線
管）やＬＣＤ（Ｌｉｑｕｉｄ　Ｃｒｙｓｔａｌ　Ｄｉｓｐｌａｙ；液晶ディスプレイ）な
どからなるモニターディスプレイ３０に接続され、このモニターディスプレイ３０の画面
３１が、映像表示用およびユーザ・インターフェース画面表示用とされる。
【００２５】
　なお、図１の例では、モニターディスプレイ３０は、その左右の両端に、スピーカ３２
Ｌ，３２Ｒを備え、図示を省略したマルチメディア記録再生装置２０の音声出力端子から
の音声信号が、図示を省略したケーブルを介してモニターディスプレイ３０に供給されて
、音響再生されるようにされている。
【００２６】
　マルチメディア記録再生装置１０には、放送、インターネット、ＤＶＤやＣＤなどの光
ディスク、メモリカードなどの複数種のメディアを通じて、コンテンツの情報が入力され
る。
【００２７】
　放送メディアに関して説明すると、マルチメディア記録再生装置１０には、この例では
、テレビ放送受信用アンテナ１２が接続され、当該アンテナ１２にて受信されたテレビ放
送信号がマルチメディア記録再生装置１０に供給される。そして、マルチメディア記録再
生装置１０では、テレビ放送信号からユーザにより選択された放送番組コンテンツが抽出
されてデコードされ、その放送番組映像がモニターディスプレイ３０の画面に表示される
と共に、その放送番組の音声がモニターディスプレイ３０のスピーカ３２Ｌ，３２Ｒによ
り音響再生される。また、マルチメディア記録再生装置１０は、放送番組コンテンツを録
画する機能も備えている。
【００２８】
　インターネットメディアに関して説明すると、マルチメディア記録再生装置１０には、
インターネットに接続するための通信回線１３が接続されており、インターネットを通じ
て取得されたウェブコンテンツのデータが、マルチメディア記録再生装置１０に入力され
る。このウェブコンテンツのデータは、マルチメディア記録再生装置１０に保存すること
ができるようにされていると共に、マルチメディア記録再生装置１０が持つゲーム機能な
どの各種機能において、利用することができるように構成されている。
【００２９】
　また、光ディスクメディアに関して説明すると、マルチメディア記録再生装置１０は、
ＤＶＤやＣＤなどの光ディスク１４に格納されたコンテンツのデータの読み取り機能を備
え、読み取ったデータをデコードして、モニターディスプレイ３０に供給して、視聴に供
するようにする。また、ＤＶＤから読み取った映像コンテンツの動画像データや音声デー
タおよび、ＣＤから読み取った音楽コンテンツのデータを格納する機能も有する。
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【００３０】
　光ディスクに格納されるコンテンツとしては、例えば映画の映像や音楽および音声、ク
ラシック音楽や歌謡曲などの楽曲、電子小説などがある。電子小説のコンテンツのデータ
としては、テキストデータや朗読の音声データ、挿絵などの画像データ等がある。
【００３１】
　メモリカードメディアに関しては、マルチメディア記録再生装置１０は、メモリカード
１５に格納されたデータの読み取り機能および書き込み機能とを有する。メモリカード１
５に記憶されるコンテンツのデータとしては、デジタルカメラで撮影された動画や静止画
の撮影画像や付随する音声情報などがあり、これらもマルチメディア記録再生装置１０が
備えるデータ格納部に格納可能である。
【００３２】
　この例のマルチメディア記録再生装置１０は、前述したようなマルチメディアの記録再
生機能を備えるのみではなく、ゲーム機の機能をも備えている。操作コントローラ４０は
、主として、マルチメディア記録再生装置１０のゲーム機部用の制御用であり、接続ケー
ブル４０Ｃを介してマルチメディア記録再生装置１０に接続されている。操作コントロー
ラ４０は、また、マルチメディアの記録再生機能の制御用としても用いることができるよ
うにされている。
【００３３】
　操作コントローラ４０は、この例においては、主としてゲーム機部用の操作コントロー
ラとして用いられるものであって、従来のゲーム機用の操作コントローラと同一に構成さ
れており、操作ボタンの数は、比較的少なく、図１の例においては、ひし形の頂点位置に
設けられた４個の操作ボタン４１，４２，４３，４４と、十字型方向指示ボタン４５と、
スタートボタン４６ＳＴと、セレクトボタン４６ＳＥと、操作コントローラ４０の側方に
設けられたＬ１ボタン４７Ｌ、Ｒ１ボタン４７Ｒ、Ｌ２ボタン４８ＬおよびＲ２ボタン４
８Ｒとが設けられている。
【００３４】
　４個の操作ボタン４１，４２，４３，４４の押下部の表面には、この例には、特定の標
識（マーク）が、図１の例では、丸印、三角印、四角印、×印が印刷等により表示されて
いる。後述するように、これらの４個の操作ボタン４１，４２，４３，４４およびスター
トボタン４６ＳＴ、セレクトボタン４６ＳＥは、モニターディスプレイ３０の表示画面に
表示されるグラフィック・ユーザ・インターフェースにおける特定の操作項目に対応する
ように予め定められている。
【００３５】
　特に、４個のボタン４１，４２，４３，４４に対応付けられるグラフィック・ユーザ・
インターフェースにおける操作項目には、これらの操作ボタン４１，４２，４３，４４に
表示されている標識と同じ標識が、後述するように、表示されて、操作ボタンと、操作項
目との対応が一目でわかるようにされている。
【００３６】
　モニターディスプレイ３０の画面にグラフィック・ユーザ・インターフェースが表示さ
れているときに、操作コントローラ４０のボタンがユーザにより操作されると、そのボタ
ン操作がグラフィック・ユーザ・インターフェース画面に反映されるように構成されてい
る。
【００３７】
　また、操作コントローラ４０は、マルチメディア記録再生装置１０のマルチメディアの
記録再生機能の遠隔制御用として用いることができるようにされており、当該マルチメデ
ィアの記録再生機能の遠隔制御用として用いる場合には、Ｌ１ボタン４７ＬおよびＲ１ボ
タン４７Ｒは、フォワード方向の頭出しおよびバックワード方向の頭出しの機能ボタンと
して働くように割り付けられ、Ｌ２ボタン４８ＬおよびＲ２ボタン４８Ｒは、フォワード
方向のサーチ（早送り再生）およびバックワード方向のサーチ（巻戻し再生）の機能ボタ
ンとして働くように割り付けられる。
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【００３８】
　さらに、操作コントローラ４０の十字型方向指示ボタン４５の、左方向および右方向の
操作は、フォワード方向のサーチ（早送り再生）およびバックワード方向のサーチ（巻戻
し再生）の機能を起動する操作とされている。
【００３９】
　したがって、操作コントローラ４０では、フォワード方向のサーチ（早送り再生）およ
びバックワード方向のサーチ（巻戻し再生）の機能は、Ｌ２ボタン４８ＬおよびＲ２ボタ
ン４８Ｒと、十字型方向指示ボタン４５の、左方向および右方向の操作ボタン部とに、ダ
ブって割り付けられている。
【００４０】
　この実施形態では、また、ゲーム機部用の操作コントローラ４０の他に、マルチメディ
ア記録再生装置１０について、その全部の機能を制御することができる遠隔制御装置部と
して、リモートコマンダ５０が設けられる。このリモートコマンダ５０は、この例では、
赤外線を用いた無線のリモコンとされている。
【００４１】
　＜マルチメディア記録再生装置１０の構成＞
　図２に、この実施形態のマルチシステムの例としてのマルチメディア記録再生装置１０
の主要部のハードウエア構成を示す図を示す。なお、この図２の例においては、説明の簡
単のため、オーディオ信号系については省略した。
【００４２】
　図２に示すように、この例のマルチメディア記録再生装置１０は、システムバス１０１
に対して、制御部１０２、テレビ放送受信部１０３、マルチディスクドライブ１０４、メ
モリカードドライブ１０５、ネットワーク通信インターフェース１０６、データ格納部コ
ントローラ１０７、データデコード部１０８、データ記録処理部１０９、サムネイル生成
部１１０、表示画像生成出力部１１１、ディスプレイインターフェース１１２、操作入力
部インターフェース１１３、ゲーム実行処理部１１４、時計部１１５、リモコン受信部１
１６が接続されて構成される。
【００４３】
　制御部１０２は、ＣＰＵ（Ｃｅｎｔｒａｌ　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　Ｕｎｉｔ）と、プ
ログラムＲＯＭ（Ｒｅａｄ　Ｏｎｌｙ　Ｍｅｍｏｒｙ）と、ワークエリアＲＡＭ（Ｒａｎ
ｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｍｅｍｏｒｙ）などを備え、プログラムＲＯＭに書き込まれたプ
ログラムにしたがって、ワークエリアＲＡＭを用いながら、編集モード制御、編集制御な
どの種々の制御処理を実行する。
【００４４】
　テレビ放送受信部１０３は、アンテナ４１からの受信されたテレビ信号から、図示を省
略したリモートコントローラを通じて入力されたユーザの選局操作に応じた放送番組を選
択し、システムバス１０１に送出する。
【００４５】
　マルチディスクドライブ１０４は、これに装填されるＤＶＤやＣＤなどの光ディスク１
４に格納されたコンテンツのデータを、当該光ディスク１４から読み出してマルチメディ
ア記録再生装置１０に取り込む。また、ＤＶＤが書き込み可能な場合において、制御部１
０２から書き込み指示があるときには、マルチディスクドライブ１０４は、ＤＶＤに記録
データを書き込む機能も備えている。
【００４６】
　メモリカードドライブ１０５は、これに挿入されるメモリカード１５からデータを読み
取り、また、マルチメディア記録再生装置１０からメモリカード１５にデータを書き込む
ためのものである。
【００４７】
　ネットワーク通信インターフェース１０６は、前述したように、通信回線１３に接続さ
れており、ウェブコンテンツなどのデータをインターネット経由で取り込んだり、ネット
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ゲームにおいてインターネットを通じて所定の情報を送出したりする。
【００４８】
　データ格納部コントローラ１０７には、例えばハードディスクドライブからなるデータ
格納部１２０が接続される。データ格納部コントローラ１０７は、このデータ格納部１２
０へのデータの書き込みおよびこのデータ格納部１２０からのデータの読み出しを制御す
る。
【００４９】
　データデコード部１０８は、操作入力部４０を通じて受け付けられたユーザの指示に基
づき、テレビ放送受信部１０３や、マルチディスクドライブ１０４、また、データ格納部
１２０から読み出された放送コンテンツの符号化されたデータや、ＤＶＤやＣＤからの映
画や音楽などの符号化された再生データを復号デコードし、システムバス１０１に送出す
る。制御部１０２は、当該復号デコードされた映像データや音楽データなどは、表示画像
生成出力部１１１の出力バッファに格納させるようにする。
【００５０】
　データ記録処理部１０９は、制御部１０２の制御の下に、操作入力部４０を通じて受け
付けられたユーザの指示に基づき、テレビ放送受信部１０３からの放送コンテンツの符号
化されたデータや、マルチディスクドライブ１０４からの映画や音楽などの符号化された
再生データ、また、ネットワーク通信インターフェース１０６を通じて取得したウェブコ
ンテンツを、データ格納部１２０に格納する記録フォーマットのデータに変換して、その
データをデータ格納部コントローラ１０７を介して、データ格納部１２０に格納するよう
にする。この例では、記録フォーマットとしては、例えばＤＶＤ－ＶＲフォーマットが用
いられる。
【００５１】
　サムネイル生成部１１０は、この例では、編集モードにおいて、データ格納部１２０か
ら読み出された動画像データから、各フレーム画像の縮小画像としてサムネイルを生成す
る。この例では、動画像データは、動き補償フレーム間符号化処理を用いた、例えばＭＰ
ＥＧ（Ｍｏｖｉｎｇ　Ｐｉｃｔｕｒｅ　Ｅｘｐｅｒｔｓ　Ｇｒｏｕｐ）方式の圧縮符号方
式により圧縮されている。
【００５２】
　この圧縮符号化方式においては、複数フレーム、例えば１５フレームごとにグループさ
れている。このフレーム画像のグループ単位は、ＧＯＰ（Ｇｒｏｕｐ　Ｏｆ　Ｐｉｃｔｕ
ｒｅ）と呼ばれており、各ＧＯＰには、１画面内で完結する圧縮方法で圧縮されたフレー
ム（フレーム内符号化されたフレーム（イントラフレーム）；Ｉピクチャと呼ばれる）が
含まれる。Ｉピクチャ以外のフレーム画像は、動き補償フレーム間符号化処理がなされる
もので、前後のフレームの一方あるいは両方がデコードされて再生されないとデコードし
て再生することができるものである。
【００５３】
　したがって、サムネイルを形成しようとするフレーム画像は、Ｉピクチャ以外の場合に
は、その前後のフレーム画像を再生した後でないと作成することができない。
【００５４】
　Ｉピクチャは、フレーム内符号化されたものであるので、当該Ｉピクチャのデータのみ
から画像データを再生することが可能である。このため、このＩピクチャであれば、前後
のフレーム画像の再生を待つことなく、サムネイルを生成することができる。前後のフレ
ームをデコードする必要がないので、Ｉピクチャだけであれば高速で再生でき、サムネイ
ルも高速で生成することができる。
【００５５】
　表示画像生成出力部１１１は、データデコード部１０８からの復号デコードされた映像
データや音楽データを、これに内蔵の出力バッファに格納する。また、サムネイル生成部
１１０からのサムネイルのデータやグラフィック・ユーザ・インターフェースのための文
字や記号などを表示するためのデータなどを、オンスクリーンディスプレイデータとして



(11) JP 4438994 B2 2010.3.24

10

20

30

40

50

、これに内蔵するオンスクリーンバッファに格納する。オンスクリーンディスプレイデー
タは、モニターディスプレイ３０の画面３１に表示する再生映像の画像に重畳して表示す
るデータである。このとき、重畳画像の下に、再生映像の画像が透けて見えるような表示
とされる。
【００５６】
　そして、表示画像生成出力部１１１は、出力バッファに格納したデータと、オンスクリ
ーンバッファに格納したオンスクリーンディスプレイデータとの合成データを、ディスプ
レイインターフェース１１２を通じてモニターディスプレイ３０に供給するようにする。
ディスプレイインターフェース１１２は、ケーブル１１を介してモニターディスプレイ３
０に接続されている。
【００５７】
　また、表示画像生成出力部１１１は、ゲーム実行処理部１１４でのゲーム実行処理動作
がなされるときに、ゲーム画像情報を、ゲーム実行処理部１１４と協働で生成し、その生
成したゲーム描画画像をディスプレイインターフェース１１２を通じてモニターディスプ
レイ３０に供給する機能も備える。
【００５８】
　ゲーム実行処理部１１４は、マルチディスクドライブ１０４によって光ディスク１４か
ら読み出されるゲームプログラムまたはデータ格納部１２０から読み出されるゲームプロ
グラムを実行する。ゲーム実行処理部１１４は、操作入力部４０により受け付けられるユ
ーザの指示に基づいてゲームプログラムを実行するとともに、ゲームの映像および音声を
表示画像生成出力部１１１へ送る。
【００５９】
　操作部インターフェース１１３には、ケーブル１１を通じて操作入力部４０としてのゲ
ーム用コントローラが接続されている。操作入力部４０は、前述したように、上、下、左
、右の４方向のいずれかに関する方向指示をユーザの操作を介して受け付ける十字型方向
指示ボタン４５と、例えばコンテンツの再生、再生停止、メニュー画面呼び出しなどの選
択指示をユーザの操作を介して受け付けるように割り付けられた操作ボタン４１～４４お
よびセレクトボタン４６ＳＥ、スタートボタン４６ＳＴを備えている。
【００６０】
　これらの操作ボタンのいずれが操作されて、どのような操作内容の操作がなされたかの
操作信号が、操作入力部４０から操作部インターフェース１１３を通じてシステムバス１
０１に供給される。制御部１０２は、操作信号に応じた制御処理を実行するようにする。
【００６１】
　時計部１１５は、現在時刻の情報やカレンダー情報を提供する。また、各種タイマー時
間の計測にも用いられる。さらに、映像コンテンツの記録時に、記録データに付加する時
間情報も提供する。この記録データに付加する時間情報としては、各画像フレームの当該
映像コンテンツ中での、当該映像コンテンツの先頭からの相対的な時間位置がわかるよう
な時間情報とされる。この時間情報としては、現在時間そのものであっても良いし、コン
テンツの先頭からの相対的な時間情報であってもよい。
【００６２】
　制御部１０２は、ユーザにより設定されたモードがテレビ放送の受信モードであるとき
には、テレビ放送受信部１０３からのデータをデータデコード部１０８に転送して、符号
化されている画像データおよび音声データをデコードし、表示画像生成出力部１１１およ
びディスプレイインターフェース１１２を通じてモニターディスプレイ３０に供給する。
【００６３】
　また、制御部１０２は、ユーザにより設定されたモードが、ＤＶＤの再生モードである
ときには、マルチディスクドライブ１０４から読み込まれたＤＶＤからの映像コンテンツ
データおよび音声データを、データデコード部１０８に転送して、符号化されている画像
データおよび音声データをデコードし、表示画像生成出力部１１１およびディスプレイイ
ンターフェース１１２を通じてモニターディスプレイ３０に供給する。
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【００６４】
　制御部１０２は、ユーザにより設定されたモードが、テレビ放送やＤＶＤコンテンツの
格納モードであったときには、テレビ放送受信部１０３からの符号化データやマルチディ
スクドライブ１０４から読み込まれたＤＶＤからの映像コンテンツデータおよび音声デー
タを、データ記録処理部１０９により、データ格納部１２０に格納する記録フォーマット
に変換させ、当該変換後の記録フォーマットのデータをデータ格納部コントローラ１０７
を通じてデータ格納部１２０に格納するようにする。
【００６５】
　メモリカード１５から読み込まれたデータやネットワーク通信インターフェース１０６
から取得されたウェブコンテンツのデータについても、制御部１０２は、操作入力部５０
を通じたユーザの設定モードにしたがって、モニターディスプレイ３０の画面３１に表示
したり、データ格納部１２０に格納したりする処理を制御する。
【００６６】
　また、この実施形態では、制御部１０２は、編集モードにおいて、再生をスキップする
画像区間の編集開始点（イン点）および編集終了点（アウト点）の設定をユーザに行なわ
せるための処理を、以下に説明するように実行する。
【００６７】
　なお、図２におけるデータデコード部１０８、データ記録処理部１０９、サムネイル生
成部１１０および表示画像生成出力部１１１は、ソフトウエアによっても構成することが
できる。
【００６８】
　［動作説明］
　以下に、上述の構成のマルチメディア記録再生装置１０の主要な動作を説明する。
【００６９】
　　［放送番組コンテンツや外部入力コンテンツの視聴用再生動作］
　例えば、リモートコマンダ５０（操作コントローラ４０でもよい）が用いられてユーザ
によりテレビ放送番組コンテンツの視聴の選択入力がなされると、リモートコマンダ５０
から当該選択入力の赤外線リモコン信号がリモコン受信部１１６に送られる。リモコン受
信部１１６では、前記選択入力を判別して、その判別結果の制御信号をバス１０１を通じ
て制御部１０２に送る。制御部１０２は、この制御信号を判別して、テレビ放送受信部１
０３に、選局コマンドを渡す。
【００７０】
　あるいは、例えば、モニターディスプレイ画面に表示されたグラフィック・ユーザ・イ
ンターフェース画面において、例えば操作コントローラ４０（リモートコマンダ５０でも
よい）を介したユーザ入力によりテレビ放送番組コンテンツの視聴の選択入力がなされる
と、制御部１０２は、それを検知して、テレビ放送受信部１０３に、選局コマンドを渡す
。
【００７１】
　テレビ放送受信部１０３は、選局コマンドに応じたテレビ放送番組コンテンツを選択し
、選択したテレビ放送番組コンテンツの画像データをデータデコード部１０８に転送する
。データデコード部１０８ではテレビ放送番組コンテンツの画像データをデコードする。
デコードされた画像データは、制御部１０２の制御により、ディスプレイインターフェー
ス１１２を通じてモニターディスプレイ３０に供給される。これにより、モニターディス
プレイ３０において、テレビ放送番組コンテンツが視聴される。
【００７２】
　　［放送番組コンテンツの録画再生動作］
　例えば、リモートコマンダ５０や操作コントローラ４０を介したユーザ入力によりハー
ドディスク装置からなるデータ格納部１２０への録画指示入力またはデータ格納部１２０
からの再生指示入力がなされると、制御部１０２は、それを録画コマンドまたは再生コマ
ンドとして判別する。
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【００７３】
　そして、制御部１０２は、録画コマンドに応じたテレビ放送番組コンテンツの録画時に
は、テレビ放送受信部１０３からの放送番組コンテンツのＭＰＥＧ圧縮符号化データを、
データ記録処理部１０９で記録処理をした後、データ格納部コントローラ１０７を通じて
データ格納部１２０に書き込むように制御する。
【００７４】
　また、制御部１０２は、再生コマンドを受けたときには、データ格納部コントローラ１
０７を通じてデータ格納部１２０から、対象となる映像コンテンツの圧縮符号化データを
読み出す。データ格納部１２０から読み出された圧縮符号化データは、データデコード部
１０８に転送される。
【００７５】
　データデコード部１０８では、圧縮符号化されているコンテンツデータをデコードし、
表示画像生成出力部１１１、ディスプレイインターフェース１１２を通じてモニターディ
スプレイ３０に出力して、画像を再生するようにする。
【００７６】
　なお、録画指示が、ＤＶＤへの記録であったときには、その指示コマンドに応じて制御
部１０１は、放送番組コンテンツの圧縮符号化データを、マルチディスクドライブ１０４
に転送するようにする。マルチディスクドライブ１０４は、この転送されてきた放送番組
コンテンツの圧縮符号化データを、ＤＶＤに記録するようにする。
【００７７】
　また、再生指示がＤＶＤの映像コンテンツの再生であったときには、その指示コマンド
に応じて制御部１０１は、マルチディスクドライブ１０４に、指示された映像コンテンツ
を読み出してデータデコード部１０８に転送するようにする指示を送る。マルチディスク
ドライブ１０４は、この指示を受けて、ＤＶＤ１４から前記映像コンテンツのデータを読
み出して、デコードデコード部１０８に転送する。データデコード部１０８では、圧縮符
号化されているコンテンツデータをデコードし、表示画像生成出力部１１１、ディスプレ
イインターフェース１１２を通じてモニターディスプレイ３０に出力して、画像を再生す
るようにする。
【００７８】
　＜ゲーム機としての動作＞
　モニターディスプレイ画面に表示された後述するグラフィック・ユーザ・インターフェ
ース画面において、リモートコマンダ５０や操作コントローラ４０を介したユーザ入力に
よりゲームコンテンツの選択操作入力がなされた場合には、制御部１０２は、マルチディ
スクドライブ１０４を通じて、例えばＤＶＤからゲーム・ソフトウエアを取り込む。そし
て、制御部１０２は、当該ゲーム・ソフトウエアに基づいた描画データを表示画像生成出
力部１１１で生成するように制御する。
【００７９】
　表示画像生成出力部１１１からのゲーム・ソフトウエアに基づいた描画画像データは、
ディスプレイインターフェース１１２を通じてディスプレイ３０に送られる。
【００８０】
　＜グラフィック・ユーザ・インターフェースの画面＞
　この実施形態では、予め定められている特定の操作、例えば、リモートコマンダ５０の
セレクトボタンあるいは操作コントローラ４０のセレクトボタン４６ＳＥが操作されると
、制御部１０２の制御により、表示画像生成出力部１１１で、グラフィック・ユーザ・イ
ンターフェースの画像が、α（アルファ）ブレンディングにより混合され、モニターディ
スプレイ３０の画面には、そのときに表示されている画像に半透明の状態で重畳されるよ
うにされている。
【００８１】
　ここで、αブレンディングとは、ある表示画像の上に、半透明の状態で、別の画像を重
畳して表示するようにする画像混合方法の呼称であり、２つの画像データを指定された混
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合比α（０≦α≦１．０）で混合することにより、当該指定された混合比αに応じた半透
明の度合いで、重畳表示することができる。
【００８２】
　すなわち、テレビ放送番組コンテンツの画像や、ＤＶＤの再生画像、また、データ格納
部１２０から読み出された画像が表示されているときに、リモートコマンダ５０のセレク
トボタンや操作コントローラ４０のセレクトボタン４６ＳＥが押されると、制御部１０２
は、表示画像生成出力部１１１にグラフィック・ユーザ・インターフェース画面の画像を
生成する制御指示を送る。
【００８３】
　表示画像生成出力部１１１は、制御部１０２からの制御指示に応じてグラフィック・ユ
ーザ・インターフェース画面の描画用データを生成する。この表示画像生成出力部１１１
で生成されたグラフィック・ユーザ・インターフェース画面の描画用データは、テレビ放
送受信部１０３からのテレビ放送番組の画像データ等に、αブレンディングにより混合さ
れ、モニターディスプレイ３０の画面には、テレビ放送番組の画像等に半透明の状態で重
畳されてグラフィック・ユーザ・インターフェース画面が表示される。
【００８４】
　図３は、マルチメディア記録再生装置１０において、制御部１０２の制御により表示画
像生成出力部１１１により生成されて、モニターディスプレイ３０の画面３１に表示され
るユーザ・インターフェース画面の初期メニュー画面の一例を示す。この実施の形態では
、この初期メニュー画面として、図視のような交差型二次元配列メニュー画面を用いる。
この例の交差型二次元配列メニュー画面は、例えばリモートコマンダ５０のセレクトボタ
ンや操作コントローラ４０のセレクトボタン４６ＳＥを操作するごとに、画面３１に表示
されたり、画面３１から消去されたりする。
【００８５】
　なお、このグラフィカル・ユーザ・インターフェースの交差型二次元配列メニューにお
いては、カーソル位置（選択中位置に相当）の変更は、この例では、操作コントローラ４
０の十字型方向指示ボタン４５やリモートコマンダ５０の左方向指示ボタン、右方向指示
ボタン、上方向指示ボタン、下方向指示ボタンの操作に応じて、それぞれ指示された方向
になされる。
【００８６】
　この例の交差型二次元配列メニュー画面には、図３に示すように、水平方向に複数のメ
ディアアイコンおよび設定アイコンが一列に並んだメディアアイコン配列２００と、垂直
方向に複数のコンテンツアイコンが一列に並んだコンテンツアイコン配列３００や設定項
目アイコン配列３１０とが、ほぼ画面中央近傍で交差する交差型２次元配列メニューが表
示される。
【００８７】
　メディアアイコン配列２００に含まれるメディアアイコンは、この例のマルチメディア
記録再生装置１０が再生可能なメディアの種類を示す見出し用小画像であるので、予め定
まったものとなる。図３の例では、メディアアイコン配列２００に含まれるメディアアイ
コンとして、写真アイコン２０１、音楽アイコン２０２、動画アイコン２０３、放送アイ
コン２０４、光ディスクアイコン２０５、ゲームアイコン２０６が表示されている。
【００８８】
　メディアアイコン配列２００において、いずれかのメディアアイコンが選択されている
ときには、図３に示すように、当該選択中のメディアアイコン（図３において、斜線を付
して示す）から上下に延長するコンテンツアイコン配列３００が表示される。
【００８９】
　このコンテンツアイコン配列３００に含まれるコンテンツアイコンは、当該コンテンツ
アイコン配列３００がメディアアイコン配列２００と交差する位置のメディア（選択中で
あるメディアである。以下、この選択中メディアを注目メディアという）における複数の
コンテンツについての見出し用小画像である。コンテンツアイコンのそれぞれは、前述し
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たような、画像の縮小画像からなるサムネイルや、文字、絵柄などからなる。サムネイル
は、サムネイル生成部１１０で生成される。
【００９０】
　なお、データ格納部１２０に格納されているコンテンツに対しては、予めサムネイル生
成部１１０で生成されたサムネイルが、各コンテンツに対応付けられて記憶されており、
制御部１０２によりデータ格納部１２０から読み出されて用いられる。ＤＶＤ１４やメモ
リカード１５に格納されているコンテンツに対しては、メディアアイコン２００の対応す
るアイコンが選択されたときに、サムネイル生成部１１０で、そのサムネイルが生成され
て用いられる。
【００９１】
　図３の例では、注目メディアは、動画アイコン２０３で示されるメディアである。動画
アイコン２０３は、メディアとしてのデータ格納部１２０に対応するものである。したが
って、図３の例においては、コンテンツアイコン配列３００に含まれるコンテンツアイコ
ンは、データ格納部１２０に記録されている動画コンテンツのアイコンである。この例で
は、コンテンツアイコン配列３００には、一画面上では、コンテンツアイコン３０１～３
０７が表示される。
【００９２】
　上述したグラフィック・ユーザ・インターフェース画面は、前述したようにして、画面
３１に映出されている映像コンテンツの画像の前面に、半透明の状態で重ね合わされて表
示される。
【００９３】
　この例では、メディアアイコン配列２００は、垂直方向には移動せず、例えば図３に示
すような垂直方向の中央よりも僅かに上方の位置に固定されて表示される。しかし、メデ
ィアアイコン配列２００内の複数個のメディアアイコン２０１～２０６は、その配列全体
として、操作コントローラ４０の十字型方向指示ボタン４５やリモートコマンダ５０の操
作ボタンを通じたユーザの左右方向の指示に応じて左右方向に移動するようにされる。
【００９４】
　また、コンテンツアイコン配列３００は、水平方向には移動せず、例えば図３に示すよ
うに、水平方向の中央よりも僅かに左寄りの位置に固定されて表示される。しかし、コン
テンツアイコン配列３００内の複数個のコンテンツアイコン３０１～３０６は、その配列
全体として、操作コントローラ４０の十字型方向指示ボタン４５やリモートコマンダ５０
の操作ボタンを通じたユーザの上下方向の指示に応じて上下方向に移動するようにされる
。
【００９５】
　以上のように、水平方向に複数個のメディアアイコン２０１～２０６が一列に配列され
ているメディアアイコン配列２００の垂直方向の表示位置は固定されると共に、垂直方向
に複数個のコンテンツアイコン３０１～３０６が一列に配列されているコンテンツアイコ
ン配列３００の水平方向の表示位置は固定されるので、メディアアイコン配列２００と、
コンテンツアイコン配列３００との交差領域２００Ｃは、表示画面３１の中央よりも左斜
め上方の位置に固定されるようにされる。
【００９６】
　この実施形態では、制御部１０２は、この交差領域２００Ｃに表示されるメディアアイ
コンを、選択中のアイコン（注目メディア等アイコン）と認識するようにする。
【００９７】
　この交差領域２００Ｃに位置する注目メディア等アイコンは、この例では、他のメディ
アアイコンと異なる色彩で表示されると共に、透明度を低くして、他のアイコンと区別可
能となるように、強調表示される。図３の例では、交差領域２００Ｃにおいては、動画ア
イコン２０３が、図示のように、他のメディアアイコンとは異なる色彩で表示されると共
に、透明度が低くされて、これが選択中であることが示される。なお、選択中のアイコン
を拡大表示して、強調するようにしてもよい。
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【００９８】
　また、この実施形態では、制御部１０２は、交差領域２００Ｃの直下の領域３００Ｃに
表示されるコンテンツアイコンを、選択中のコンテンツアイコン（注目コンテンツアイコ
ン）と認識するようにする。この領域３００Ｃに表示される注目コンテンツアイコンも、
他のコンテンツアイコンと区別可能とするために、この例では、他のコンテンツアイコン
と異なる態様で表示される共に、透明度を低くされる。選択中のアイコンを拡大表示して
、強調するようにしてもよい。
【００９９】
　以上のように、この実施形態では、固定位置である交差領域２００Ｃに表示されるアイ
コンが、注目メディアアイコンとされ、交差領域２００Ｃの直下の領域（以下、注目領域
という）３００Ｃに表示されるコンテンツアイコンが、注目コンテンツアイコンとされる
。ユーザは、メディアアイコン配列２００を水平方向にスクロールさせて、交差領域２０
０Ｃに希望メディアに対応するメディアアイコンを表示させるようにすると共に、コンテ
ンツアイコン配列３００を垂直方向にスクロールさせて、固定領域３００Ｃに、希望コン
テンツに対応するコンテンツアイコンを表示させるようにして、希望するメディアの希望
するコンテンツの設定の選択操作を行なう。
【０１００】
　このとき、いずれかのメディアアイコンが交差領域２００Ｃで位置確定したときに、そ
のメディアアイコンの色彩とサイズおよび透明度が変化されて強調表示される。このよう
に、交差領域２００Ｃに位置するメディアアイコンをその他のメディアアイコンと異なる
表示態様で表示するため、ユーザは容易にメディアを選択できる。
【０１０１】
　そして、いずれかのメディアアイコンが交差領域２００Ｃで位置確定したときに、コン
テンツアイコン配列３００が交差領域２００Ｃから上下方向に繰り出すように展開表示さ
れる。
【０１０２】
　次に、ユーザは、操作コントローラ４０の十字型方向指示ボタン４５やリモートコマン
ダ５０の操作ボタンを介した上下方向の指示により、コンテンツアイコンの配列全体を上
下方向に移動させる。すると、制御部１０２の制御により、交差領域２００Ｃの直下の注
目領域３００Ｃに位置したコンテンツアイコンの色彩、アイコンサイズおよび透明度が変
化する。なお、注目コンテンツアイコンの近傍位置、図３の例では、注目コンテンツアイ
コンの右方に、注目コンテンツアイコンに対応するコンテンツに関する属性として、例え
ば、図３の例では、映像タイトルと録画日が、制御部１０２の制御により表示される。
【０１０３】
　この実施形態においては、図３に示すように、初期メニュー画面には、決定キー４２や
、処理機能メニューを開くための操作ボタン等が、操作コントローラ４０やリモートコマ
ンダ５０のどの操作ボタンに対応しているかを示す操作ボタン表示部４００が含まれてい
る。この操作ボタン表示部４００には、操作コントローラ４０やリモートコマンダ５０の
所定の４個の操作ボタンの押下部表面に記された丸印、三角印、四角印、×印に対応して
、どのような操作機能が対応しているかを示す操作機能文字が表示されている。
【０１０４】
　図３の例では、丸印が付された操作ボタン４２は、決定キー４２（Ｅｎｔｅｒ）として
割り当てられ、三角印が付された操作ボタン４１は、処理機能メニュー画面を開くための
オプションキー（Ｏｐｔｉｏｎ）として割り当てられている。また、×印が付された操作
ボタン４３は、一つ前の処理画面の状態に戻るための戻るボタンとして割り当てられてい
る。
【０１０５】
　［編集機能の説明］
　上述の例のマルチメディア記録再生装置に適用されたこの発明における動画像データの
編集方法の幾つかの実施形態を、その編集動作のフローチャートおよび表示画面の変換を
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参照しながら、以下に説明する。
【０１０６】
　この実施形態においては、マルチメディア記録再生装置１０では、上述の交差型二次元
配列メニューのメディアアイコン配列２００において動画アイコン２０３を選択し、その
後、所定の操作をすることにより表示させた処理機能メニューから「編集」を選択して編
集モードにする。そして、この編集のモードにおいて、再生を行いながら、後の再生時に
はスキップしたい画像区間の編集開始点（イン点）および編集終了点（アウト点）の設定
を行なうようにされている。
【０１０７】
　このような編集がなされて、データ格納部１２０に格納されたコンテンツについて、編
集点を用いた再生を行なうと、イン点とアウト点との間の区間をスキップして、コンテン
ツの再生がなされる。また、当該コンテンツが、例えば書き込み可能なＤＶＤディスクに
複製記録されるとき、編集点を使用する記録モードを設定すると、イン点とアウト点との
間の区間を除いて、複製記録がなされる。
【０１０８】
　　＜編集方法の第１の実施形態＞
　図４～図７は、編集方法の第１の実施形態を説明するためのフローチャートである。こ
のフローチャートは、主としてマルチメディア記録再生装置１０の制御部１０２における
処理動作を示したものである。また、図８および図９～図１５は、この編集方法の第１の
実施形態におけるモニターディスプレイ３０の表示画面の変化を示す図である。これらの
図を参照しながら、編集方法の第１の実施形態を説明する。
【０１０９】
　なお、以下の説明においては、操作手段としては、操作コントローラ４０のみが使用さ
れる場合を想定して説明する。しかし、操作コントローラ４０ではなく、リモートコマン
ダ５０の対応する操作ボタンを操作することによって、同様の動作をすることは言うまで
もない。
【０１１０】
　マルチメディア記録再生装置１０の制御部１０２では、交差型二次元配列メニュー画面
を表示させるように割り当てられた操作コントローラ４０のセレクトボタン４６ＳＥが操
作されたか否か判別し（ステップＳ１０１）、セレクトボタン４６ＳＥではなく他のボタ
ンが操作されたと判別すると、当該操作ボタンに対応する他の処理に移行する（ステップ
Ｓ１０２）。
【０１１１】
　ステップＳ１０１で、操作コントローラ４０のセレクトボタン４６ＳＥが操作された判
別したときには、制御部１０２は、表示画面生成出力部１１１に対して、交差型二次元配
列メニュー画面の画像データの生成出力指示を送る（ステップＳ１０３）。
【０１１２】
　表示画像成出力部１１１は、記憶されているメディアアイコンやコンテンツアイコンな
どの見出し小画像の画像情報を用いた交差型二次元配列メニュー画面の画像データを生成
し、これをディスプレイインターフェース１１２を通じてモニターディスプレイ３０に供
給する。したがって、モニターディスプレイ３０の表示画面３１に、前述の図３に示した
ような交差型二次元配列メニュー画面が表示される。
【０１１３】
　このメニュー画面において、動画アイコン２０３が選択されたか否か判別し（ステップ
Ｓ１０４）、選択されていないと判別したときには、選択されているメディアアイコンに
対応する処理を行なう（ステップＳ１０５）。また、動画アイコン２０３が選択されてい
ると判別したときには、制御部１０２は、データ格納部１２０に格納されている動画コン
テンツのコンテンツアイコン配列３００を、図３および図８（Ａ）に示すように、モニタ
ーディスプレイ３０の表示画面３１に表示するようにする（ステップＳ１０６）。
【０１１４】
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　この表示画面においては、前述したように、ユーザにより十字型方向指示ボタン４５の
上方向指示ボタン（以下、上キーという）または下方向指示ボタン（以下、下キーという
）が操作されることにより、編集の対象とする特定の動画コンテンツの選択入力が受け付
けられる（ステップＳ１０６）。
【０１１５】
　そして、制御部１０２は、操作コントローラ４０のオプションボタン４１が操作された
か否か判別し（ステップＳ１０７）、オプションボタン４１が操作されていないと判別し
たときには、戻るボタン４３などの操作に応じたその他処理を行なう（ステップＳ１０８
）。
【０１１６】
　また、ステップＳ１０７において、オプションボタン４１が操作されたと判別したとき
には、制御部１０２は、表示画像生成出力部１１１を制御して、図８（Ｂ）に示すような
下位階層機能メニュー画面（オプションメニュー画面）を表示させるようにする（ステッ
プＳ１０９）。
【０１１７】
　この下位階層機能メニュー画面においては、メディアアイコン配列２００が画面から消
去され、ほぼ中央にあったコンテンツアイコン配列３００が、図８（Ｂ）に示すように、
モニターディスプレイ３０の画面３１の左端に移動させられると共に、メディアアイコン
配列の消去およびコンテンツアイコン配列３００の移動により空いたスペースに、下位の
階層の処理機能項目群４０１が表示される。
【０１１８】
　制御部１０２は、この下位の階層の処理機能項目群４０１の中の１つの処理機能項目と
して、「編集」の選択を受け付けたか否か判別し（ステップＳ１１０）、受け付けてはい
ないと判別したときには、他の処理機能の選択の受け付けやその他の処理が行われる（ス
テップＳ１１１）。
【０１１９】
　また、ステップＳ１１０で、処理機能項目として、「編集」の選択を受け付けたと判別
したときには、制御部１０２は、マルチメディア記録再生装置１０を編集モードに移行さ
せる。このとき、領域３００Ｃに表示されて選択中コンテンツとされている動画コンテン
ツが、編集の対象のコンテンツとなる。
【０１２０】
　そして、表示画像生成出力部１１１は、制御部１０２の制御により、交差型二次元配列
メニューを表示画面から消去して、図９に示すような編集モードの検索再生用モードの画
面を表示する（ステップＳ１１２）。
【０１２１】
　この編集モードの検索再生用モードにおいては、図９に示すように、表示画面３１には
動画コンテンツの早送り再生、巻き戻し再生、ノーマル再生、ポーズ、取消、確認再生、
中止、完了などの操作ボタンアイコン群４１０が表示され、カーソルが当該操作ボタンア
イコン群４１０のうちのいずれかのボタンアイコンに位置し、ユーザによりカーソル位置
のボタンアイコンが操作可能とされる。
【０１２２】
　この実施形態では、この操作ボタンアイコン群４１０は、後述するＧＯＰモードやフレ
ームモードになると、画面上に薄く表示されて、ユーザにより操作できなくなるようにさ
れている。ただし、この第１の実施形態では、ＧＯＰモードにおいて、予め定められた特
定のボタン、例えば操作コントローラ４０やリモートコマンダ５０の左方向指示ボタン（
以下、左キーという）が操作されると、操作ボタンアイコン群４１０が濃く表示されると
共に、カーソルが当該操作ボタンアイコン群のうちのいずれかのボタンアイコンに位置し
、ユーザによりカーソル位置のボタンアイコンが操作可能の状態とされるようにされてい
る。
【０１２３】
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　また、この例においては、現在表示中の再生画像が、編集対象の動画コンテンツの再生
時間の全体のうちの、どの辺りの時間のものかの表示マークＴＭを伴う時間バー４１１が
表示される。この例では、この時間バー４１１において、画面に向かって左側から右側に
向かう方向を時間経過方向としている。したがって、動画コンテンツの再生開始点は時間
バー４１１の左端の位置であり、現時点マークＴＭは、再生時間の経過と共に、左から右
に順次に移動する。
【０１２４】
　ユーザは、この検索再生用モードにおいては、早送り再生や巻き戻し再生、ノーマル再
生により、画面３１に当該動画コンテンツの再生画像を表示させ、当該再生画像を監視す
ることにより編集開始点および編集終了点の大まかな位置を検索する。そして、大まかな
編集点位置を検知すると、ユーザは、ポーズボタンを操作する。第１の実施形態では、こ
の検索再生用モードにおけるポーズボタン操作は、検索再生用モードからＧＯＰモードへ
の切換操作とされている。
【０１２５】
　なお、編集モードの画面においては、上方に、動画コンテンツの編集モードであること
を示す編集モード表示４１２と、戻るボタン４３、決定キー４２およびオプションボタン
４１と、操作コントローラ４０およびリモートコマンダ５０の操作ボタンとの対応を示す
表示部４１３が常時表示されている。
【０１２６】
　以上のことから、検索再生用モードにおいては、制御部１０２は、ユーザにより操作ボ
タンアイコン群４１０のいずれかのボタン操作がなされ、検索用の再生操作がなされたか
否か判別し（ステップＳ１１３）、なされてはいないと判別したときには、戻るボタン４
３が操作されたか否か判別し（ステップＳ１１６）、戻るボタン４３が操作されたと判別
したときには、ステップＳ１０９に戻り、図８（Ｂ）に示した画面の状態に戻る。また、
ステップＳ１１６で戻るボタン４３が操作されていないと判別したときには、ステップＳ
１１３に戻り、検索用再生操作入力を監視する。
【０１２７】
　なお、以下の説明においても、常に戻るボタン４３は有効であって、一つ前の操作時点
に処理を戻すことができるが、説明の簡単のため、以下に説明するフローチャートにおい
ては、戻るボタン４３を操作したときの処理動作は省略した。
【０１２８】
　ステップＳ１１３で、検索用再生操作がなされたと判別したときには、制御部１０２は
、表示画像生成出力部１１１を制御して、操作に応じた再生位置の再生画像をモニターデ
ィスプレイ３０の表示画面３１に表示するように制御すると共に、時間バー４１１のマー
クＴＭにより、当該再生画像の対象コンテンツの全体における位置を表示するようにする
（ステップＳ１１４）。
【０１２９】
　そして、制御部１０２は、ポーズボタンが操作されたかどうかを監視し（ステップＳ１
１５）、ポーズボタンが操作されていないと判別したときには、ステップＳ１１３に戻り
、また、ポーズボタンが操作されたと判別したときには、モニターディスプレイ３０の表
示画面３１の再生画像を、ポーズボタンが操作された時点のもので一時停止すると共に、
ＧＯＰ単位である例えば１５枚おきのフレームを編集点として設定することが可能なＧＯ
Ｐモード（群単位編集点選択モード）に移行する（図５のステップＳ１２１）。
【０１３０】
　図１０（Ａ）は、このＧＯＰモードの表示画面の一例を示すものである。このＧＯＰモ
ードの表示画面には、編集点選択モード表示欄４１４が表示されていると共に、ユーザに
編集点の設定を促すメッセージ表示欄４１５が表示される。この図１０（Ａ）では、編集
点選択モードがＧＯＰモードであることが編集点選択モード表示欄４１４に文字表示され
ていると共に、メッセージ表示欄４１５には、編集開始点を設定するように促すメッセー
ジが文字表示されている。
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【０１３１】
　また、ＧＯＰモードおよび後述するフレームモードにおいては、前述したように、操作
ボタンアイコン群４１０は、薄く表示されて操作不能とされるが、時間バー４１１には、
編集点位置がマークＴＭにより表示されるようにされている。すなわち、時間バー４１１
において、マークＴＭにより、当該編集開始点が、対象コンテンツの全体のどの時間位置
であるかが表示される。
【０１３２】
　さらに、この実施形態では、ＧＯＰモードおよびフレームモードにおいては、表示画面
３１には、図１０～図１５に示すように、当該編集開始点の編集対象コンテンツの先頭か
らの相対的な時間位置を示す開始点表示欄４１６および編集終了点の編集対象コンテンツ
の先頭からの相対的な時間位置を示す終了点表示欄４１７が表示されるようにされている
。
【０１３３】
　図１０（Ａ）に示すように、ＧＯＰモードの表示画面においては、群単位サムネイル配
列に対応するＧＯＰ単位サムネイル配列５００が表示される。このＧＯＰ単位サムネイル
配列５００は、各ＧＯＰ内のＩピクチャの画像の縮小画像からなるＧＯＰ単位サムネイル
５０１の複数個が、画面の水平方向に、時間の経過に沿って並べられて表示されるもので
ある。ＧＯＰが、例えば１５フレームからなるものとしたときには、ＧＯＰ単位サムネイ
ル５０１は、対象動画コンテンツの０．５秒間隔の画像フレームとなる。
【０１３４】
　このＧＯＰ単位サムネイル配列５００は、操作コントローラ４０やリモートコマンダ５
０の左方向指示ボタン（以下、左キーという）や右方向指示ボタン（以下、右キーという
）の操作入力に応じて、全体として左方向および右方向に移動する。
【０１３５】
　そして、この例では、図１０（Ａ）に示すように、ＧＯＰ単位サムネイル配列５００の
中央の領域５００Ｃに表示されるＧＯＰ単位サムネイルが、現在選択中であるＧＯＰ単位
サムネイル（以下、選択中ＧＯＰ単位サムネイルという）とされる。
【０１３６】
　選択中ＧＯＰ単位サムネイルは、図の例では、例えば黄色などの目立つ色の枠で囲まれ
て、他のＧＯＰ単位サムネイルと区別できるように、強調表示される。これにより、ユー
ザは、再生中の画面において現在表示中である選択中の画像のＧＯＰ単位サムネイルがど
れであるかを一目でわかる。なお、中央の領域５００Ｃの選択中ＧＯＰ単位サムネイルの
強調表示としては、目立つ色の枠で囲むのではなく、そのＧＯＰ単位サムネイルの大きさ
を、他のＧＯＰ単位サムネイルとは変える、選択中ＧＯＰ単位サムネイルの周辺の彩色を
変えるなどの方法を用いることもできる。なお、強調表示は必須ではない。
【０１３７】
　以上のように、ユーザは、前記左キーや右キーを操作することにより、領域５００Ｃに
位置する現在選択中のＧＯＰ単位サムネイルを変更することができる。そして、左キーあ
るいは右キーにより、選択中ＧＯＰ単位サムネイルが変更されると、画面３１に全体とし
て表示される画像も、当該選択中ＧＯＰ単位サムネイルに対応する画像フレームの画像と
される。これにより、ユーザは、ＧＯＰ単位サムネイルだけでなく、当該画面３１に表示
される画像によって、その内容を確認することができる。
【０１３８】
　つまり、ＧＯＰ単位サムネイル配列５００や後述するフレーム単位サムネイル配列６０
０は、選択中ＧＯＰ単位サムネイルや選択中フレーム単位サムネイルに対応する画像フレ
ームの上に、αブレンディングより半透明の状態で表示されるものである。以下、同様で
ある。
【０１３９】
　すなわち、制御部１０２は、ＧＯＰモードにおいては、操作コントローラ４０やリモー
トコマンダ５０の左キーや右キーが操作されたか否か監視し（ステップＳ１２２）、左キ
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ーや右キーが操作されたと判別したときには、ＧＯＰ単位サムネイル配列５００を、全体
として左方向あるいは右方向に移動させて、選択中ＧＯＰ単位サムネイルを変更するよう
に表示画像生成出力部１１１を制御する（ステップＳ１２３）。
【０１４０】
　この実施形態では、このＧＯＰモードにおいて、操作コントローラ４０やリモートコマ
ンダ５０を通じて、ユーザにより決定ボタンが操作されると、ＧＯＰ単位のフレーム（Ｉ
ピクチャ）を編集点として設定することができるように構成されている。
【０１４１】
　また、この実施形態では、ＧＯＰモードにおいて、操作コントローラ４０やリモートコ
マンダ５０を通じて、ユーザにより上キーあるいはオプションボタンが操作されると、選
択中ＧＯＰ単位サムネイルに対応するＧＯＰを構成する複数枚の画像フレームのうちの１
つの画像フレームを編集点として選択決定することができるフレームモード（フレーム単
位編集点選択モード）に移行させることができるように構成されている。
【０１４２】
　また、この実施形態では、ＧＯＰモードにおいて、操作コントローラ４０やリモートコ
マンダ５０を通じた操作が何もない状態が予め定めた一定時間以上継続したときにも、Ｇ
ＯＰモードからフレームモードに移行するように構成されている。
【０１４３】
　そこで、この実施形態では、ステップＳ１２２で左キーあるいは右キーが操作されてい
ないと判別されたとき、また、ステップＳ１２３で選択中ＧＯＰ単位サムネイルが変更さ
れた後には、制御部１０２は、決定キー４２が操作されたか否か判別する（ステップＳ１
２４）。そして、ステップＳ１２４で、決定キー４２が操作されたと判別したときには、
制御部１０２は、当該決定キー４２が操作されたのは、編集モードを開始してから初めて
であるか、つまり、最初の編集点（最初の編集開始点）であるか否か判別する（図６のス
テップＳ１４１）。
【０１４４】
　このステップＳ１４１において、最初の編集点であると判別したときには、制御部１０
２は、選択中ＧＯＰ単位サムネイルに対応する画像フレームの、編集対象コンテンツにお
けるフレーム位置情報、例えば、当該編集点の画像フレームの編集対象コンテンツの先頭
からの相対的な時間位置情報を、編集開始点（イン点）のフレーム位置情報として決定し
、データ格納部１２０の対象コンテンツのデータに対応付けて書き込む（ステップＳ１４
２）。
【０１４５】
　このとき、この実施形態では、表示画面３１の開始点表示欄４１６には、当該編集開始
点の編集対象コンテンツの先頭からの相対的な時間位置が文字表示されると共に、時間バ
ー４１１において、マークＴＭにより、当該編集開始点が、対象コンテンツの全体のどの
時間位置であるかが表示される。なお、この時点では、終了点表示欄４１７にも、開始点
表示欄４１６と同じ時間位置の文字表示がなされる。
【０１４６】
　その後、制御部１０２は、装置１０を編集終了点の設定受付状態に移行させる（ステッ
プＳ１４３）。この編集終了点の設定受付状態においては、開始点表示欄４１６の内容は
固定とし、終了点表示欄４１７の内容を、ユーザの編集終了点の変更操作に併せて変更す
るようにする。
【０１４７】
　また、時間バー４１１においては、直前に設定された編集開始点の時点から、これから
設定される編集終了点までの区間をユーザに報知表示するための区間表示４１８を伴って
、編集終了点をマークＴＭにより表示する。前記編集開始点から編集終了点までの区間表
示４１８は、時間バー４１１において、当該区間を他とは異なる色で表示することにより
行なう。例えば、時間バー４１１は、青色で表示するが、前記編集開始点から編集終了点
までの区間の区間表示４１８は、白色で表示する等の表示方法が用いられる。
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【０１４８】
　次に、制御部１０２は、左キーあるいは右キーが操作されたか否か判別する（ステップ
Ｓ１４４）。そして、ステップＳ１４４で、左キーあるいは右キーが操作されたと判別し
たときには、制御部１０２は、ステップＳ１２３に戻り、図１０（Ｂ）に示すように、Ｇ
ＯＰ単位サムネイル配列５００における選択中ＧＯＰ単位サムネイルを変更し、上述した
ステップＳ１２３以降の処理を繰り返す。
【０１４９】
　このとき、図１０（Ｂ）に示すように、編集終了点の設定受付状態である場合には、メ
ッセージ表示欄４１５は、編集終了点の設定入力を促すメッセージとなり、また、開始点
表示欄４１６の表示値は固定され、終了点表示欄４１７の表示値のみがユーザの編集点検
索操作に応じて変更されて表示される。そして、時間バー４１１においては、図１０（Ｂ
）において、塗り潰して示すように、編集開始点と編集終了点の間の区間表示４１８がな
される。
【０１５０】
　そして、上述と同様にして、ＧＯＰモードにおいて、ステップＳ１２４でユーザにより
決定キー４２が操作されたと判別すると、図６のステップＳ１４１では最初の編集点では
ないと判別されるので、ステップＳ１４５に進む。そして、ステップＳ１４５では、前回
、決定された編集点は、編集開始点か編集終了点かを判別する。ここでは、前回は編集開
始点と判別されるので、制御部１０２は、決定された編集点を編集終了点（アウト点）の
フレーム位置情報として決定し、データ格納部１２０の対象コンテンツのデータに対応付
けて書き込む（ステップＳ１４６）。
【０１５１】
　なお、ステップＳ１４５で、前回、決定された編集点が編集終了点であると判別したと
きには、制御部１０２は、ステップＳ１４２に進み、前述したステップＳ１４２以降の処
理を実行する。
【０１５２】
　ステップＳ１４６で、編集終了点の保存が終了すると、その後、制御部１０２は、装置
１０を編集開始点の設定受付状態に移行させ（ステップＳ１４７）、左キーあるいは右キ
ーが操作されたか否か判別する（ステップＳ１４８）。そして、ステップＳ１４８で、左
キーあるいは右キーが操作されたと判別したときには、制御部１０２は、ステップＳ１２
３に戻り、図１０（Ａ）に示すように、編集開始点の設定入力を促すメッセージをメッセ
ージ表示欄４１５に表示し、ＧＯＰ単位サムネイル配列５００における選択中ＧＯＰ単位
サムネイルを変更し、上述したステップＳ１２３以降の処理を繰り返す。
【０１５３】
　そして、上述と同様にして、編集開始点の設定入力を受け付け、決定キー４２の操作入
力に応じて、当該設定された編集開始点のフレーム位置情報を、データ格納部１２０に、
対象コンテンツに対応させて記憶する。また、編集終了点についても、上述したようにし
て設定入力を受け付け、決定キー４２の操作入力に応じて、当該設定された編集終了点の
フレーム位置情報を、データ格納部１２０に、対象コンテンツに対応させて記憶する。
【０１５４】
　以上のようにして、ＧＯＰモードにおいては、ＧＯＰ単位サムネイルに対応する、例え
ば１５フレームおきのフレーム単位での編集点の設定が可能である。
【０１５５】
　また、ステップＳ１４８で、左キーあるいは右キーが操作されてはいないと判別したと
きには、制御部１０２は、下キーが操作されたか否か判別する（ステップＳ１４９）。下
キーが操作されていないと判別したときには、ステップＳ１４８に戻る。
【０１５６】
　ステップＳ１４９で下キーが操作されたと判別したときには、制御部１０２は、装置１
０をＧＯＰモードから検索再生用モードに移行させ、画面下方の操作ボタンアイコン群４
１０を濃く表示すると共に、カーソルを当該操作ボタンアイコン群４１０に移動させる（
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ステップＳ１５０）。
【０１５７】
　そして、制御部１０２は、この操作ボタンアイコン群４１０の中の完了ボタンアイコン
が操作されたか否か判別し（ステップＳ１５１）、完了ボタンアイコンが操作されたと判
別したときには、ステップＳ１０９に戻って、オプションメニューの画面を表示画面３１
に表示するようにする。
【０１５８】
　ステップＳ１５１で完了ボタンアイコンが操作されていないと判別したときには、制御
部１０２は、再生ボタンアイコン、早送り再生アイコン、巻き戻し再生アイコンなどの操
作に応じた検索再生など、その他の処理を行なう（ステップＳ１５２）。
【０１５９】
　前述もしたように、この実施形態では、ＧＯＰモードからフレームモードに切り換える
ことにより、ＧＯＰを構成する各フレーム単位でも編集点の設定が可能である。すなわち
、この実施形態では、ＧＯＰモードにおいて、上キーあるいはオプションボタン４１を操
作すると、ＧＯＰモードからフレームモードに移行することができる。また、ＧＯＰモー
ドにおいて、何の操作もない状態が一定時間以上経過したときにも、ＧＯＰモードからフ
レームモードに移行することができる。
【０１６０】
　そこで、制御部１０２は、図５のステップＳ１２４で、ＧＯＰモードにおいて、決定キ
ー４２が操作されないと判別したときには、上キーあるいはオプションボタン４１が操作
されたかどうか判別する（ステップＳ１２５）。このステップＳ１２５で、上キーあるい
はオプションボタン４１が操作されていないと判別したときには、何も操作入力が無い状
態が一定時間以上経過したか否か判別する（ステップＳ１２６）。一定時間以上経過して
はいないと判別したときには、制御部１０２は、ステップＳ１２２に戻り、左キーあるい
は右キーの操作の監視状態になる。
【０１６１】
　ステップＳ１２５で、上キーあるいはオプションボタン４１が操作されたと判別された
とき、また、ステップＳ１２６で、何も操作入力が無い状態が一定時間以上経過したと判
別したときには、制御部１０２は、ＧＯＰモードからフレームモードに移行する（ステッ
プＳ１２７）。
【０１６２】
　すなわち、例えば図１１（Ａ）に示すようなＧＯＰモードにおいて、例えば、フレーム
モードに移行すると、図１１（Ｂ）に示すような画面に変わる。すなわち、制御部１０２
は、表示画像生成出力部１１１を制御して、ＧＯＰ単位サムネイル配列５００の選択中Ｇ
ＯＰ単位サムネイルに対応するＧＯＰを構成する複数枚の画像フレームのそれぞれのサム
ネイル（以下、これをフレーム単位サムネイルという）を、時間経過の順に並べたフレー
ム単位サムネイル配列６００を、領域５００Ｃの部分から下方に並べて表示させるように
する。
【０１６３】
　この例では、画面の上方から下方に向かう方向を時間経過方向としている。したがって
、フレーム単位サムネイル配列６００を構成する複数個の画像フレームは、領域５００Ｃ
の選択中ＧＯＰ単位サムネイルと、その右隣のＧＯＰ単位サムネイルとの間の複数フレー
ム（例えば１５フレーム）からなる。
【０１６４】
　ここで、図１１（Ｂ）の例では、ＧＯＰモードからフレームモードに変化した最初の時
点では、領域５００Ｃに表示されるサムネイルは変化していない。これは、領域５００Ｃ
のＧＯＰ単位サムネイルと、フレーム単位サムネイルの先頭とを同一にして、モード切り
換え直後の表示の違和感をできるだけ少なくするようにするためであり、領域５００Ｃか
ら下方にのみ、フレーム単位サムネイル配列６００を表示することにより、領域５００Ｃ
のサムネイルが変化しないようにしている。
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【０１６５】
　そして、この状態から、操作コントローラ４０やリモートコマンダ５０の上キーを操作
すると、図１２（Ａ）に示すように、フレーム単位サムネイル配列６００は、上方に全体
として移動する。また、操作コントローラ４０やリモートコマンダ５０の下キーを操作す
ると、フレーム単位サムネイル配列６００は、下方に全体として移動する。
【０１６６】
　この図１２（Ａ）に示されるように、この第１の実施形態では、ＧＯＰ単位サムネイル
配列５００と、フレーム単位サムネイル配列６００とは、交差型二次元配列メニューとま
ったく同様に、注目位置（選択中位置）を交差位置として互いに交差するように配置され
る。このため、この第１の実施形態においては、交差型二次元配列メニューの操作と同様
にして、編集点の設定入力を行なうことができ、使い勝手が良いというメリットがある。
【０１６７】
　このフレーム単位サムネイル配列６００における選択中フレーム単位サムネイルも、中
央の領域５００Ｃに表示されるサムネイルとされ、選択中ＧＯＰ単位サムネイルと同様に
、他のサムネイルと区別するように、例えば黄色枠で囲まれて強調表示される。
【０１６８】
　そして、このフレームモードにおいては、上述の上キーあるいは下キーの操作により、
フレーム単位サムネイル配列６００を上下方向に移動させることにより、領域５００Ｃの
選択中フレーム単位サムネイルを変更させることができる。
【０１６９】
　そして、上キーあるいは下キーにより、選択中フレーム単位サムネイルが変更されると
、画面３１に全体として表示される画像も、当該選択中フレーム単位サムネイルに対応す
る画像フレームの画像とされる。これにより、ユーザは、フレーム単位サムネイルだけで
なく、当該画面３１に表示される画像によって、その内容を確認することができる。
【０１７０】
　そして、このフレームモードにおいて、操作コントローラ４０やリモートコマンダ５０
の決定キー４２が操作されると、画像フレーム単位の編集点の設定ができる。
【０１７１】
　また、フレームモードにおいて、左キーあるいは右キーが操作されると、この第１の実
施形態では、制御部１０２は、当該操作をフレームモードからＧＯＰモードへの切換操作
として判別し、後述する図１３（Ａ）に示すように、フレーム単位サムネイル配列６００
を消去して、ＧＯＰ単位サムネイル配列５００のみからなる表示に戻すと共に、前記左キ
ーあるいは右キーの操作に応じた方向に選択中ＧＯＰ単位サムネイルを変更するようにす
る。
【０１７２】
　そして、そのＧＯＰモードから、上キーあるいはオプションボタン４１を再度操作する
ことにより、フレームモードに移行させることができる。以上のようにして、この第１の
実施形態では、ＧＯＰモードとフレームモードとを切り換えながら、ＧＯＰ単位のフレー
ム編集点あるいはフレーム単位のフレーム編集点の設定を行なうことができる。
【０１７３】
　以上説明したフレームモードの動作を、図５および図７のフローチャートについて説明
する。
【０１７４】
　すなわち、フレームモードにおいて、制御部１０２は、上キーまたは下キーが操作され
たか否か判別し（図５のステップＳ１２８）、上キーまたは下キーが操作されたと判別し
たときには、図１２（Ａ）および図１２（Ｂ）に示すように、画面３１の垂直方向におい
て、操作されたキーに応じた方向に、フレーム単位サムネイル配列６００を全体として移
動させて、領域５００Ｃの選択中フレーム単位サムネイルを変更する。
【０１７５】
　次に、制御部１０２は、決定キー４２が操作されたか否か判別する（ステップＳ１３０
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）。ステップＳ１２８で、上キーまたは下キーが操作されていないと判別したときにも、
制御部１０２は、ステップＳ１３０に飛んで、決定キー４２が操作されたか否か判別する
。
【０１７６】
　そして、このステップＳ１３０で、決定キー４２が操作されたと判別したときには、制
御部１０２は、当該決定キー４２が操作されたのは、編集モードを開始してから初めてで
あるか、つまり、最初の編集点（最初の編集開始点）であるか否か判別する（図７のステ
ップＳ１６１）。
【０１７７】
　このステップＳ１６１において、最初の編集点であると判別したときには、制御部１０
２は、選択中フレーム単位サムネイルに対応する画像フレームの、編集対象コンテンツに
おけるフレーム位置情報、例えば、当該編集点の画像フレームの編集対象コンテンツの先
頭からの相対的な時間位置情報を、編集開始点（イン点）のフレーム位置情報として決定
し、データ格納部１２０の対象コンテンツのデータに対応付けて書き込む（ステップＳ１
６２）。
【０１７８】
　その後、制御部１０２は、装置１０を編集終了点の設定受付状態に移行させ（ステップ
Ｓ１６３）、左キーあるいは右キーが操作されたか否か判別する（ステップＳ１６４）。
そして、ステップＳ１６４で、左キーあるいは右キーが操作されてはいないと判別したと
きには、ステップＳ１２８に戻り、このステップＳ１２８以降を繰り返す。
【０１７９】
　このとき、フレームモードにおける編集終了点の設定受付状態である場合には、メッセ
ージ表示欄４１５は、編集終了点の設定入力を促すメッセージとなり、また、開始点表示
欄４１６の表示値は固定され、終了点表示欄４１７の表示値のみがユーザの編集点検索操
作に応じて変更されて表示される。そして、時間バー４１１においては、前述したように
、編集開始点と編集終了点の間の区間表示４１８がなされる。
【０１８０】
　そして、上述と同様にして、フレームモードにおいて、ステップＳ１３０でユーザによ
り決定キー４２が操作されたと判別すると、図７のステップＳ１６１では最初の編集点で
はないと判別されるので、ステップＳ１６６に進む。そして、ステップＳ１６６では、前
回、決定された編集点は、編集開始点か編集終了点かを判別する。ここでは、前回は編集
開始点と判別されるので、制御部１０２は、決定された編集点（画像フレーム単位の編集
点）を編集終了点（アウト点）のフレーム位置情報として決定し、データ格納部１２０の
対象コンテンツのデータに対応付けて書き込む（ステップＳ１６７）。
【０１８１】
　なお、ステップＳ１６６で、前回、決定された編集点が編集終了点であると判別したと
きには、制御部１０２は、ステップＳ１６２に進み、前述したステップＳ１６２以降の処
理を実行する。
【０１８２】
　ステップＳ１６７で、編集終了点の保存が終了すると、その後、制御部１０２は、装置
１０を編集開始点の設定受付状態に移行させ（ステップＳ１６８）、左キーあるいは右キ
ーが操作されたか否か判別する（ステップＳ１６９）。そして、ステップＳ１６９で、左
キーあるいは右キーが操作されていないと判別したときには、制御部１０２は、ステップ
Ｓ１２８に進み、このステップＳ１２８以降の処理を繰り返す。
【０１８３】
　また、ステップＳ１６９で、左キーあるいは右キーが操作されたと判別したときには、
制御部１０２は、フレームモードからＧＯＰモードへの切換操作があったと判断して、フ
レーム単位サムネイル配列６００を消去して、ＧＯＰ単位サムネイル配列５００のみとす
ると共に、ＧＯＰ単位サムネイル配列５００における選択中ＧＯＰ単位サムネイルを、ユ
ーザによる左キー操作あるいは右キー操作に応じて変更する（ステップＳ１７０）。
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【０１８４】
　次に、制御部１０２は、下キーが操作されたか否か判別する（ステップＳ１７１）。下
キーが操作されていないと判別したときには、ステップＳ１２４に戻る。
【０１８５】
　ステップＳ１７１で下キーが操作されたと判別したときには、制御部１０２は、装置１
０をＧＯＰモードから検索再生用モードに移行させ、画面下方の操作ボタンアイコン群４
１０を濃く表示すると共に、カーソルを当該操作ボタンアイコン群４１０に移動させる（
ステップＳ１７２）。
【０１８６】
　そして、制御部１０２は、この操作ボタンアイコン群４１０の中の完了ボタンアイコン
が操作されたか否か判別し（ステップＳ１７３）、完了ボタンアイコンが操作されたと判
別したときには、ステップＳ１０９に戻って、オプションメニューの画面を表示画面３１
に表示するようにする。
【０１８７】
　ステップＳ１７３で完了ボタンアイコンが操作されていないと判別したときには、制御
部１０２は、再生ボタンアイコン、早送り再生アイコン、巻き戻し再生アイコンなどの操
作に応じた検索再生など、その他の処理を行なう（ステップＳ１７４）。
【０１８８】
　また、ステップＳ１６４で、左キーあるいは右キーが操作されたと判別したときには、
制御部１０２は、ＧＯＰモードへの切換操作と判断して、フレーム単位サムネイル配列６
００を消去して、ＧＯＰ単位サムネイル配列５００のみとすると共に、ＧＯＰ単位サムネ
イル配列５００における選択中ＧＯＰ単位サムネイルを、ユーザによる左キー操作あるい
は右キー操作に応じて変更する（ステップＳ１６５）。その後、ステップＳ１２４に進み
、前述したステップＳ１２４以降の処理を繰り返す。
【０１８９】
　以上のようにして、フレームモードにおいては、フレーム単位サムネイルに対応する画
像フレーム単位での編集点の設定が可能である。
【０１９０】
　この第１の実施形態において、或るＧＯＰ単位サムネイルに対応するＧＯＰのうちの特
定のフレームを編集開始点として、別のＧＯＰ単位サムネイルに対応するＧＯＰのうちの
特定のフレームを編集終了点として設定する場合には、次のような、操作および編集点設
定動作となる。表示画面の変化を参照しながら、この操作および編集点設定動作について
以下に説明する。
【０１９１】
　先ず、ユーザは、図１１（Ａ）に示すＧＯＰモードにおいて、左キーあるいは右キーを
操作することにより、編集開始点としたい画像フレームを含むであろうＧＯＰを、それに
対応するＧＯＰ単位サムネイルを領域５００Ｃの選択中ＧＯＰサムネイルとすることによ
り選択する。そして、選択中ＧＯＰサムネイルの選択が終了したら、ユーザは、上キーあ
るいはオプションボタンを操作することにより、ＧＯＰモードからフレームモードに移行
させ、図１１（Ｂ）に示すようなフレームモードの画面を表示させる。
【０１９２】
　そして、ユーザは、このフレームモードにおいて、上キーあるいは下キーを操作するこ
とにより、図１２（Ａ）および（Ｂ）に示すように、フレーム単位サムネイル配列６００
を移動させることにより、編集開始点の画像フレームに対応するフレーム単位サムネイル
を、領域５００Ｃの選択中フレーム単位サムネイルとすることにより選択する。
【０１９３】
　そして、例えば図１２（Ｂ）において、ユーザは、決定キー４２を操作することにより
、このフレームモードの画面において、選択中フレーム単位サムネイルに対応する画像フ
レームを、編集開始点として設定する。すると、前述したように、編集対象の動画コンテ
ンツに対応して、設定された編集開始点についてのデータがデータ格納部１２０に格納さ
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れる。
【０１９４】
　次に、ユーザは、この図１２（Ｂ）において、編集終了点の画像フレームを含むであろ
うＧＯＰを選択すべく、左キーあるいは右キーを操作する。すると、フレームモードから
ＧＯＰモードへ切り換わり、図１３（Ａ）に示すようなＧＯＰモードの画面となり、左キ
ーあるいは右キーの操作に応じて、領域５００Ｃの選択中ＧＯＰサムネイルが変更される
。そして、さらに、ユーザは、左キーまたは右キーを操作して、編集終了点としたい画像
フレームを含むであろうＧＯＰを、それに対応するＧＯＰ単位サムネイルを領域５００Ｃ
の選択中ＧＯＰサムネイルとすることにより選択する。
【０１９５】
　このとき、図１３（Ａ）に示すように、編集開始点から選択中ＧＯＰ単位サムネイルま
での区間が時間バー４１１において区間表示４１８として表示されると共に、編集開始点
を含むＧＯＰのＧＯＰ単位サムネイルから、編集終了点のフレームを含むとして選択中の
ＧＯＰ単位サムネイルまでの全てのサムネイルを目立つ色で囲むなどの方法で、強調表示
する。図１３（Ａ）では、対応する区間のＧＯＰ単位サムネイルに対して２重線を付して
強調表示を表している。
【０１９６】
　そして、選択中ＧＯＰサムネイルの選択が終了したら、ユーザは、上キーあるいはオプ
ションボタンを操作することにより、ＧＯＰモードからフレームモードに移行させ、図１
３（Ｂ）に示すようなフレームモードの画面を表示させる。
【０１９７】
　そして、ユーザは、このフレームモードにおいて、上キーあるいは下キーを操作するこ
とにより、図１４（Ａ）および（Ｂ）に示すように、フレーム単位サムネイル配列６００
を移動させることにより、編集終了点の画像フレームに対応するフレーム単位サムネイル
を、領域５００Ｃの選択中フレーム単位サムネイルとすることにより選択する。
【０１９８】
　そして、例えば図１４（Ｂ）において、ユーザは、決定キー４２を操作することにより
、このフレームモードの画面において、選択中フレーム単位サムネイルに対応する画像フ
レームを、編集終了点として設定する。すると、前述したように、編集対象の動画コンテ
ンツに対応して、設定された編集終了点についてのデータがデータ格納部１２０に格納さ
れる。
【０１９９】
　このとき、編集終了点のフレーム単位サムネイルを選択し決定するまでは、ＧＯＰ単位
サムネイル配列５００およびフレーム単位サムネイル配列６００について、編集開始点か
ら編集終了点までを、図１４（Ａ）において２重線を付して示すようにして、ユーザに報
知するようにする。
【０２００】
　そして、ユーザが編集終了点についての決定キー４２操作をしたときには、表示画面３
１においても、図１４（Ｂ）に示すように、編集点開始点を含むＧＯＰ単位サムネイルか
ら編集終了点のフレーム単位サムネイルまでを、他のサムネイルを区別して表示するよう
にする。図１４（Ｂ）においては、各サムネイルについて斜線を付して示すが、実際的に
は、このような斜線を付すのではなく、例えば色彩を他のサムネイルと異ならせるように
することで区別表示するようにする。
【０２０１】
　以上のようにして、１組の編集開始点および編集終了点の設定が終了したとき、引き続
いて、他の区間の編集開始点から編集終了点を設定するときには、ユーザは、左キーある
いは右キーのいずれかを操作する。すると、図１１（Ａ）の状態に戻り、以降、同様にし
て次の編集開始点から編集終了点の設定をする。以下、必要な複数区間の編集開始点から
編集終了点についての設定を行なうことができる。
【０２０２】
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　そして、最後の編集終了点を設定した後には、図１４（Ｂ）の画面において、下キーを
操作する。すると、図１５に示すように、ＧＯＰモードの画面となり、編集開始点から編
集終了点までをＧＯＰ単位サムネイル配列５００において、他と区別する表示により報知
すると共に、時間バー４１１においても時間区間表示４１８により表示する。
【０２０３】
　　＜編集方法の第２の実施形態＞
　以上説明した第１の実施形態では、フレーム単位の編集点を設定する場合において、異
なるＧＯＰのフレームを編集開始点および編集終了点とする場合は、ＧＯＰモードに一度
戻るようにした。これに対して、この第２の実施形態では、編集モードの検索再生用モー
ドからＧＯＰモードに移行し、ＧＯＰモードにおいて編集点を設定するのは、第１の実施
形態と同様であるが、この第２の実施形態では、ＧＯＰモードからフレームモードに移行
した後には、第１の実施形態とは異なり、ＧＯＰモードへの戻りを必要とせずに、ＧＯＰ
を異にするフレーム単位の編集点の設定が可能とされている。
【０２０４】
　すなわち、例えば図１２（Ｂ）のフレームモードにおいて、編集開始点の設定をした後
、別のＧＯＰに移動して編集終了点を設定するために、左キーあるいは右キーを操作する
と、第１の実施形態では、図１３（Ａ）に示したように、一旦、ＧＯＰモードに戻るよう
にしたが、この第２の実施形態では、ＧＯＰモードに戻ることなく、図１４（Ａ）の状態
に直接に移行するようにする。
【０２０５】
　つまり、図１２（Ｂ）のフレームモードにおいて、ＧＯＰ単位サムネイル配列５００の
選択中ＧＯＰ単位サムネイルを変更するように、左キーあるいは右キーを操作すると、選
択中ＧＯＰ単位サムネイルが変更されると共に、フレーム単位サムネイル配列６００が同
時に新たに選択中ＧＯＰ単位サムネイルとなったＧＯＰ単位サムネイルに対応するＧＯＰ
を構成する複数枚のフレームのサムネイルからなるフレーム単位サムネイル配列に変更さ
れる。
【０２０６】
　第２の実施形態では、この状態で、上キーあるいは下キーを操作することにより、フレ
ーム単位サムネイル配列６００を上下に移動させて、選択中フレーム単位サムネイルを変
更することができる。
【０２０７】
　また、さらに、左キーあるいは右キーを操作すると、選択中ＧＯＰ単位サムネイルが変
更されると共に、フレーム単位サムネイル配列６００が同時に新たに選択中ＧＯＰ単位サ
ムネイルとなったＧＯＰ単位サムネイルに対応するＧＯＰを構成する複数枚のフレームの
サムネイルからなるフレーム単位サムネイル配列に変更される。
【０２０８】
　つまり、この第２の実施形態では、フレームモードにおいては、左キーあるいは右キー
の操作は、領域５００Ｃの選択中ＧＯＰ単位サムネイルの変更操作とされ、上キーあるい
は下キーの操作は、領域５００Ｃの選択中フレーム単位サムネイルの変更操作とされる。
したがって、この第２の実施形態では、フレーム単位の編集点の設定は、フレームモード
のみにおいて行える。換言すれば、第２の実施形態のフレームモードは、いわばＧＯＰ／
フレームモードである。
【０２０９】
　次に、この第２の実施形態の場合における制御部１０２の動作処理のフローチャートを
説明するに、前述の図４のフローチャート部分および図６のフローチャート部分は、この
第２の実施形態においても全く同様の動作であるので、ここではその説明は省略する。図
１６～図１８は、この第２の実施形態の場合における制御部１０２の動作処理の主要部の
フローチャートであり、図４のフローチャートに続く処理ステップである。
【０２１０】
　すなわち、図４のステップＳ１１５で、ポーズボタンが操作されたと判別したときには
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、制御部１０２は、モニターディスプレイ３０の表示画面３１の再生画像を、ポーズボタ
ンが操作された時点のもので一時停止すると共に、ＧＯＰ単位である例えば１５枚おきの
フレームを編集点として設定することが可能なＧＯＰモード（群単位編集点選択モード）
に移行する（図１６のステップＳ２０１）。
【０２１１】
　そして、制御部１０２は、ＧＯＰモードにおいては、操作コントローラ４０やリモート
コマンダ５０の左キーや右キーが操作されたか否か監視し（ステップＳ２０２）、左キー
や右キーが操作されたと判別したときには、ＧＯＰ単位サムネイル配列５００を、全体と
して左方向あるいは右方向に移動させて、選択中ＧＯＰ単位サムネイルを変更するように
表示画像生成出力部１１１を制御する（ステップＳ２０３）。
【０２１２】
　そして、ステップＳ２０２で左キーあるいは右キーが操作されていないと判別されたと
き、また、ステップＳ２０３で選択中ＧＯＰ単位サムネイルが変更された後には、制御部
１０２は、決定キー４２が操作されたか否か判別する（ステップＳ２０４）。そして、ス
テップＳ２０４で、決定キー４２が操作されたと判別したときには、前述した図６のステ
ップＳ１４１に進み、制御部１０２は、そのときに選択中のＧＯＰ単位サムネイルに対応
するＧＯＰのＩピクチャ（フレーム）を編集開始点として設定し、当該編集開始点につい
てのデータを、編集対象である動画コンテンツに対応してデータ格納部１２０に格納する
。そして、制御部１０２は、前述したステップＳ１４１以降の処理を実行する。
【０２１３】
　また、制御部１０２は、ステップＳ２０４で、決定キー４２が操作されないと判別した
ときには、上キーあるいはオプションボタン４１が操作されたかどうか判別する（ステッ
プＳ２０５）。このステップＳ２０５で、上キーあるいはオプションボタン４１が操作さ
れていないと判別したときには、何も操作入力が無い状態が一定時間以上経過したか否か
判別する（ステップＳ２０６）。一定時間以上経過してはいないと判別したときには、制
御部１０２は、ステップＳ２０２に戻り、左キーあるいは右キーの操作の監視状態になる
。
【０２１４】
　ステップＳ２０５で、上キーあるいはオプションボタン４１が操作されたと判別された
とき、また、ステップＳ２０６で、何も操作入力が無い状態が一定時間以上経過したと判
別したときには、制御部１０２は、ＧＯＰモードからフレームモードに移行し、例えば図
２１（Ｂ）に示すような画面表示とする（ステップＳ２０７）。
【０２１５】
　そして、制御部１０２は、オプションボタン４１が操作されたか否か判別し（ステップ
Ｓ２０８）、オプションボタン４１が操作されたと判別したときには、ＧＯＰモードに戻
る操作と判別して、フレーム単位サムネイル配列６００を消去して、ＧＯＰ単位サムネイ
ル配列５００のみを画面に表示し（ステップＳ２０９）、その後、ステップＳ２０２に戻
る。
【０２１６】
　ステップＳ２０８でオプションボタン４１が操作されてはいないと判別したときには、
制御部１０２は、左キーあるいは右キーが操作されたか否か判別し（図１７のステップＳ
２１１）、左キーあるいは右キーが操作されたと判別したときには、ＧＯＰ単位サムネイ
ル配列５００を、操作された方向に移動して、選択中ＧＯＰ単位サムネイルを変更すると
共に、フレーム単位サムネイル配列６００を、当該選択中ＧＯＰ単位サムネイルに対応す
るＧＯＰを構成する複数枚のフレームについてのものに変更する（ステップＳ２１２）。
【０２１７】
　ステップＳ２１２の次には、制御部１０２は、上キーあるいは下キーが操作されたか否
か判別する（ステップＳ２１３）。また、ステップＳ２１１で、左キーあるいは右キーが
操作されてはいないと判別したときにも、制御部１０２は、ステップＳ２１３に進んで、
上キーあるいは下キーが操作されたか否か判別する。
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【０２１８】
　そして、ステップＳ２１３で上キーあるいは下キーが操作されたと判別したときには、
制御部１０２は、前述の図１２（Ａ）および図１２（Ｂ）に示したように、画面３１の垂
直方向において、操作されたキーに応じた方向に、フレーム単位サムネイル配列６００を
全体として移動させて、領域５００Ｃの選択中フレーム単位サムネイルを変更する（ステ
ップＳ２１４）。
【０２１９】
　次に、制御部１０２は、決定キー４２が操作されたか否か判別する（ステップＳ２１５
）。ステップＳ２１３で、上キーまたは下キーが操作されていないと判別したときにも、
制御部１０２は、ステップＳ２１５に飛んで、決定キー４２が操作されたか否か判別する
。
【０２２０】
　そして、このステップＳ２１５で、決定キー４２が操作されてはいないと判別したとき
には、制御部１０２は、ステップＳ２０８に戻って、オプションボタン４１が操作された
か否か判別する。そして、このステップＳ２０８以降を繰り返す。また、ステップＳ２１
５で、決定キー４２が操作されたと判別したときには、制御部１０２は、前回、決定され
た編集点は、編集開始点か編集終了点かを判別する（ステップＳ２１６）。
【０２２１】
　このステップＳ２１６で、前回の編集点は、編集終了点あるいは前回は無し（初めての
編集点）であると判別したときには、制御部１０２は、選択中フレーム単位サムネイルに
対応する画像フレームの、編集対象コンテンツにおけるフレーム位置情報、例えば、当該
編集点の画像フレームの編集対象コンテンツの先頭からの相対的な時間位置情報を、編集
開始点（イン点）のフレーム位置情報として決定し、データ格納部１２０の対象コンテン
ツのデータに対応付けて書き込む（ステップＳ２１７）。
【０２２２】
　その後、制御部１０２は、装置１０を編集終了点の設定受付状態に移行させた後（ステ
ップＳ２１８）、ステップＳ２０８に戻って、オプションボタン４１が操作されたか否か
判別する。そして、このステップＳ２０８以降を繰り返す。
【０２２３】
　また、ステップＳ２１６で、前回の編集点は編集開始点であると判別したときには、制
御部１０２は、決定された編集点（画像フレーム単位の編集点）を編集終了点（アウト点
）のフレーム位置情報として決定し、データ格納部１２０の対象コンテンツのデータに対
応付けて書き込む（ステップＳ２１９）。そして、編集終了点の保存が終了すると、制御
部１０２は、装置１０を編集開始点の設定受付状態に移行させた後（ステップＳ２２０）
、オプションボタン４１が操作されたか否か判別し（ステップＳ２２１）、操作されてい
ないと判別したときには、ステップＳ２１１に戻り、このステップＳ２１１以降の処理を
繰り返す。
【０２２４】
　また、ステップＳ２２１で、オプションボタン４１が操作されたと判別したときには、
制御部１０２は、フレームモードからＧＯＰモードへの切換操作があったと判断して、フ
レーム単位サムネイル配列６００を消去して、ＧＯＰ単位サムネイル配列５００のみとす
る（図１８のステップＳ２３１）。
【０２２５】
　次に、制御部１０２は、下キーが操作されたか否か判別する（ステップＳ２３２）。下
キーが操作されていないと判別したときには、左キーあるいは右キーが操作されたか否か
判別する（ステップＳ２３３）。そして、ステップＳ２３３で、左キーあるいは右キーが
操作されていないと判別したときには、制御部１０２は、ステップＳ２３２に戻り、この
ステップＳ２３２以降の処理を繰り返す。ステップＳ２３３で、左キーあるいは右キーが
操作されたと判別したときには、制御部１０２は、図１６のステップＳ２０３に戻り、当
該ステップＳ２０３以降の処理を繰り返す。
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【０２２６】
　また、ステップＳ２３２で、下キーが操作されたと判別したときには、制御部１０２は
、装置１０をＧＯＰモードから検索再生用モードに移行させ、画面下方の操作ボタンアイ
コン群４１０を濃く表示すると共に、カーソルを当該操作ボタンアイコン群４１０に移動
させる（ステップＳ２３４）。
【０２２７】
　そして、制御部１０２は、この操作ボタンアイコン群４１０の中の完了ボタンアイコン
が操作されたか否か判別し（ステップＳ２３５）、完了ボタンアイコンが操作されたと判
別したときには、ステップＳ１０９に戻って、オプションメニューの画面を表示画面３１
に表示するようにする。
【０２２８】
　ステップＳ２３５で完了ボタンアイコンが操作されていないと判別したときには、制御
部１０２は、再生ボタンアイコン、早送り再生アイコン、巻き戻し再生アイコンなどの操
作に応じた検索再生など、その他の処理を行なう（ステップＳ２３６）。
【０２２９】
　以上のようにして、この第２の実施形態では、フレームモードにおいては、ＧＯＰ／フ
レームモードのような動作をして、ＧＯＰモードに切り換える操作をしなくても、ＧＯＰ
単位サムネイル配列５００の選択中ＧＯＰ単位サムネイルを変更することができ、使い勝
手が良くなるものである。
【０２３０】
　　＜第３の実施形態＞
　この第３の実施形態は、第２の実施形態の更なる発展型である。第２の実施形態におい
ても、検索再生用モードからＧＯＰモードを経由してフレームモードに移行するようにす
ると共に、フレームモードとＧＯＰモードとの切り換えを、特定の操作ボタン、上述の例
では、オプションボタン４１（ＧＯＰモードからフレームモードへは、上キーでもできる
）を用いて行なうようにしている。
【０２３１】
　これに対して、第３の実施形態では、検索再生用モードから、前述した第２の実施形態
のフレームモード（ＧＯＰ／フレームモード）に直接移行するようにし、このＧＯＰ／フ
レームモードにおいて、編集点の設定を行なえるようにする。
【０２３２】
　以下に、この第３の実施形態の場合における制御部１０２の動作処理のフローチャート
を説明するに、前述の図４のフローチャート部分および図６のフローチャート部分は、こ
の第３の実施形態においても全く同様の動作であるので、ここではその説明は省略する。
図１９～図２０は、この第３の実施形態の場合における制御部１０２の動作処理の主要部
のフローチャートであり、図４のフローチャートに続く処理ステップである。
【０２３３】
　すなわち、図４のステップＳ１１５で、ポーズボタンが操作されたと判別したときには
、制御部１０２は、モニターディスプレイ３０の表示画面３１の再生画像を、ポーズボタ
ンが操作された時点のもので一時停止すると共に、図１２（Ａ）に示したようなＧＯＰ単
位サムネイル配列５００と、フレーム単位サムネイル配列６００とを表示して、ＧＯＰ単
位の画像フレームを編集点として設定することができると共に、１フレーム単位の画像フ
レームを編集点として設定することが可能なＧＯＰ／フレームモード（図１９のステップ
Ｓ３０１）。
【０２３４】
　そして、制御部１０２は、左キーあるいは右キーが操作されたか否か判別し（ステップ
Ｓ３０２）、左キーあるいは右キーが操作されたと判別したときには、ＧＯＰ単位サムネ
イル配列５００を、操作された方向に移動して、選択中ＧＯＰ単位サムネイルを変更する
と共に、フレーム単位サムネイル配列６００を、当該選択中ＧＯＰ単位サムネイルに対応
するＧＯＰを構成する複数枚のフレームについてのものに変更する（ステップＳ３０３）
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。
【０２３５】
　ステップＳ３０３の次には、制御部１０２は、上キーあるいは下キーが操作されたか否
か判別する（ステップＳ３０４）。また、ステップＳ３０２で、左キーあるいは右キーが
操作されてはいないと判別したときにも、制御部１０２は、ステップＳ３０４に進んで、
上キーあるいは下キーが操作されたか否か判別する。
【０２３６】
　そして、ステップＳ３０４で上キーあるいは下キーが操作されたと判別したときには、
制御部１０２は、前述の図１２（Ａ）および図１２（Ｂ）に示したように、画面３１の垂
直方向の操作されたキーに応じた方向に、フレーム単位サムネイル配列６００を全体とし
て移動させて、領域５００Ｃの選択中フレーム単位サムネイルを変更する（ステップＳ３
０５）。
【０２３７】
　次に、制御部１０２は、決定キー４２が操作されたか否か判別する（ステップＳ３０６
）。ステップＳ３０６で、上キーまたは下キーが操作されていないと判別したときにも、
制御部１０２は、ステップＳ３０６に飛んで、決定キー４２が操作されたか否か判別する
。
【０２３８】
　そして、このステップＳ３０６で、決定キー４２が操作されたと判別したときには、制
御部１０２は、当該決定キー４２が操作されたのは、編集モードを開始してから初めてで
あるか、つまり、最初の編集点（最初の編集開始点）であるか否か判別する（ステップＳ
３０８）。
【０２３９】
　このステップＳ３０８において、最初の編集点であると判別したときには、制御部１０
２は、選択中ＧＯＰ単位サムネイルあるいはフレーム単位サムネイルに対応する画像フレ
ームの、編集対象コンテンツにおけるフレーム位置情報、例えば、当該編集点の画像フレ
ームの編集対象コンテンツの先頭からの相対的な時間位置情報を、編集開始点（イン点）
のフレーム位置情報として決定し、データ格納部１２０の対象コンテンツのデータに対応
付けて書き込む（ステップＳ３０９）。
【０２４０】
　その後、制御部１０２は、装置１０を編集終了点の設定受付状態に移行させ（ステップ
Ｓ３１０）、ステップＳ３０２に戻る。
【０２４１】
　また、ステップＳ３０８で、最初の編集点ではないと判別したときには、制御部１０２
は、前回、決定された編集点は、編集開始点か編集終了点かを判別する（ステップＳ３１
１）。ステップＳ３１１で、前回、決定された編集点が編集終了点であると判別したとき
には、制御部１０２は、ステップＳ３０９に進み、前述したステップＳ３０９以降の処理
を実行する。
【０２４２】
　そして、ステップＳ３１１で、前回、決定された編集点が編集開始点であると判別した
ときには、制御部１０２は、決定された編集点を編集終了点（アウト点）のフレーム位置
情報として決定し、データ格納部１２０の対象コンテンツのデータに対応付けて書き込む
（図２０のステップＳ３２１）。
【０２４３】
　ステップＳ３２１で、編集終了点の保存が終了すると、その後、制御部１０２は、装置
１０を編集開始点の設定受付状態に移行させ（ステップＳ３２２）、オプションボタン４
１が操作されたか否か判別する（ステップＳ３２３）。そして、ステップＳ３２３で、オ
プションボタン４１が操作されていないと判別したときには、制御部１０２は、ステップ
Ｓ３０２に戻り、このステップＳ３０２以降の処理を繰り返す。
【０２４４】
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　ステップＳ３２３でオプションボタン４１が操作されたと判別したときには、制御部１
０２は、装置１０を検索再生用モードに移行させ、画面下方の操作ボタンアイコン群４１
０を濃く表示すると共に、カーソルを当該操作ボタンアイコン群４１０に移動させる（ス
テップＳ３２４）。
【０２４５】
　そして、制御部１０２は、この操作ボタンアイコン群４１０の中の完了ボタンアイコン
が操作されたか否か判別し（ステップＳ３２５）、完了ボタンアイコンが操作されたと判
別したときには、ステップＳ１０９に戻って、オプションメニューの画面を表示画面３１
に表示するようにする。
【０２４６】
　ステップＳ３２５で完了ボタンアイコンが操作されていないと判別したときには、制御
部１０２は、再生ボタンアイコン、早送り再生アイコン、巻き戻し再生アイコンなどの操
作に応じた検索再生など、その他の処理を行なう（ステップＳ３２６）。
【０２４７】
　また、ステップＳ３０６で、決定キー４２が操作されてはいないと判別したときには、
制御部１０２は、オプションボタン４１が操作されたか否か判別し（ステップＳ３０７）
、オプションボタンが操作されてはいないと判別したときには、ステップＳ３０２に戻る
。また、ステップＳ３０７でオプションボタンが操作されたと判別したときには、ステッ
プＳ３２４に進んで、上述のステップＳ３２４以降の処理を行なう。
【０２４８】
　以上のようにして、この第３の実施形態では、検索再生用モードから、ＧＯＰ／フレー
ムモードに移行して編集点の設定ができる。したがって、ＧＯＰモードと、フレームモー
ドとの切り換え操作をしなくても、ＧＯＰ単位サムネイル配列の選択中ＧＯＰ単位サムネ
イルおよびフレーム単位サムネイル配列を変更することができ、使い勝手が良くなるもの
である。
【０２４９】
　　＜編集方法の第４の実施形態＞
　上述の第１～第３の実施形態は、ＧＯＰ単位サムネイル配列５００と、フレーム単位サ
ムネイル配列６００とを、十字型に交差させるようにレイアウトした例であるが、両配列
５００，６００のレイアウトの方法としては、このような十字型レイアウトに限られるも
のではなく、種々のレイアウトが可能である。
【０２５０】
　第４の実施形態はその一例であり、左右方向に並べたＧＯＰ単位サムネイル配列５００
に対してフレーム単位サムネイル配列６００を並行に並べた２列配列レイアウトとするよ
うにした場合の例である。
【０２５１】
　図２１（Ａ）は、この第４の実施形態におけるＧＯＰモードの画面表示例を示すもので
ある。これは、前述の第１～第３の実施形態におけるＧＯＰモードの画面と全く同様であ
って、例えば黄色枠などにより囲まれて強調表示されるカーソル位置であるところの領域
５００Ｃの選択中ＧＯＰ単位サムネイルが左キーあるいは右キーのユーザ操作に応じて変
更される。そして、ユーザの決定キー４２の操作に応じて、ＧＯＰ単位サムネイルを用い
たＧＯＰ単位の編集点の設定が、前記第１～第３の実施形態と全く同様にして行なえるも
のである。
【０２５２】
　また、図２１（Ｂ）は、この第４の実施形態におけるフレームモードの画面表示例を示
すものである。すなわち、この第４の実施形態においても、フレーム単位サムネイル配列
６００が、ＧＯＰ単位サムネイル配列５００中の領域５００Ｃにおける選択中ＧＯＰ単位
サムネイルに対応するＧＯＰを構成する複数枚、例えば１５枚の画像フレームのそれぞれ
のサムネイルからなるのは、前述の実施形態と同様である。
【０２５３】
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　しかし、この第４の実施形態のフレームモードでは、図２１（Ｂ）に示すように、フレ
ーム単位サムネイル配列６００は、ＧＯＰ単位サムネイル配列５００の上方に並行に並べ
て表示するような表示レイアウトとされる。そして、このフレームモードにおいては、ユ
ーザにより選択される対象のフレーム単位サムネイル位置は、前述の実施形態とは異なり
、領域５００Ｃの上方の領域６００Ｃとされる。
【０２５４】
　このため、ＧＯＰモードからフレームモードに移行すると、例えば黄色枠により強調表
示されているカーソルが、図２１（Ａ），（Ｂ）に示すように、領域５００Ｃから領域６
００Ｃに移り、フレームモードにおける選択中フレーム単位サムネイルの位置は、フレー
ム単位サムネイル配列６００中の中央の領域６００Ｃであることがユーザに報知される。
【０２５５】
　そして、この状態でユーザが左キーあるいは右キーを操作すると、選択中フレーム単位
サムネイルが変更される。そして、さらに、フレームモードにおいて、ユーザにより決定
キー４２が操作されると、制御部１０２は、それに応じて、フレーム単位の編集開始点あ
るいは編集終了点の設定を受け付け、前述と同様にして、データ格納部１２０に、編集対
象コンテンツに対応付けられて格納される。
【０２５６】
　この第４の実施形態では、ＧＯＰモードからフレームモードへの切換操作は、オプショ
ンボタンの操作あるいは上キーの操作とされる。これに対して、フレームモードからＧＯ
Ｐモードへの切換操作は、オプションボタンあるいは下キーの操作とされる。
【０２５７】
　そして、この第４の実施形態においても、画面３１には、「ＧＯＰモード」、「フレー
ムモード」の文字表示がなされていずれのモードであるかがユーザに報知されるが、第４
の実施形態では、ＧＯＰモードでは、ＧＯＰ単位サムネイル配列のみが画面３１に表示さ
れ、フレームモードでは、ＧＯＰ単位サムネイル配列５００とフレーム単位サムネイル配
列６００とが表示されるので、それらのモードを表わす文字表示が無くてもよい。このこ
とは、第１の実施形態および第２の実施形態についても同様である。
【０２５８】
　なお、フレームモードにおいては、フレーム単位サムネイル配列６００がいずれのＧＯ
Ｐに対応しているかをユーザに報知するために、領域５００Ｃと、領域６００Ｃとの間に
、連結マーク４２０が表示される。
【０２５９】
　この第４の実施形態において、或るＧＯＰ単位サムネイルに対応するＧＯＰのうちの特
定のフレームを編集開始点として、別のＧＯＰ単位サムネイルに対応するＧＯＰのうちの
特定のフレームを編集終了点として設定する場合には、次のような、操作および編集点設
定動作となる。表示画面の変化を参照しながら、この操作および編集点設定動作について
以下に説明する。
【０２６０】
　先ず、ユーザは、図２１（Ａ）に示すＧＯＰモードにおいて、左キーあるいは右キーを
操作することにより、編集開始点としたい画像フレームを含むであろうＧＯＰを、それに
対応するＧＯＰ単位サムネイルを領域５００Ｃの選択中ＧＯＰサムネイルとすることによ
り選択する。そして、編集開始点としたい画像フレームを含むであろうＧＯＰを選択中Ｇ
ＯＰサムネイルとする選択が終了したら、ユーザは、上キーあるいはオプションボタンを
操作することにより、ＧＯＰモードからフレームモードに移行させ、図２１（Ｂ）に示す
ようなフレームモードの画面を表示させる。
【０２６１】
　そして、ユーザは、このフレームモードにおいて、左キーあるいは右キーを操作するこ
とにより、図２２（Ａ）および（Ｂ）に示すように、フレーム単位サムネイル配列６００
を移動させることにより、編集開始点の画像フレームに対応するフレーム単位サムネイル
を、領域６００Ｃの選択中フレーム単位サムネイルとすることにより選択する。
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【０２６２】
　そして、例えば図２２（Ｂ）において、ユーザは、決定キー４２を操作することにより
、このフレームモードの画面において、選択中フレーム単位サムネイルに対応する画像フ
レームを、編集開始点として設定する。すると、前述したように、編集対象の動画コンテ
ンツに対応して、設定された編集開始点の情報がデータ格納部１２０に格納される。
【０２６３】
　次に、ユーザは、この図２２（Ｂ）において、編集終了点の画像フレームを含むであろ
うＧＯＰを選択すべく、下キーあるいはオプションボタン４１を操作する。すると、フレ
ームモードからＧＯＰモードへ切り換わり、図２３（Ａ）に示すように、ＧＯＰモードの
画面が表示される。そして、このＧＯＰモードにおいて、ユーザは、左キーあるいは右キ
ーを操作することにより、編集終了点としたい画像フレームを含むであろうＧＯＰを、そ
れに対応するＧＯＰ単位サムネイルを領域５００Ｃの選択中ＧＯＰサムネイルとすること
により選択する（図２３（Ｂ）参照）。
【０２６４】
　このとき、図２３（Ｂ）に示すように、編集開始点から選択中ＧＯＰ単位サムネイルま
での区間が時間バー４１１において区間表示４１８として表示されると共に、編集開始点
を含むＧＯＰのＧＯＰ単位サムネイルから、編集終了点のフレームを含むものとして選択
中のＧＯＰ単位サムネイルまでの全てのサムネイルを目立つ色で囲むなどの方法で、強調
表示する。図２３（Ｂ）では、対応する区間のＧＯＰ単位サムネイルに対して２重線を付
して強調表示を表している。
【０２６５】
　そして、選択中ＧＯＰサムネイルの選択が終了したら、ユーザは、例えば図２３（Ｂ）
の画面において、上キーあるいはオプションボタンを操作することにより、ＧＯＰモード
からフレームモードに移行させ、図２４（Ａ）に示すようなフレームモードの画面を表示
させる。
【０２６６】
　そして、ユーザは、このフレームモードにおいて、左キーあるいは右キーを操作するこ
とにより、図２４（Ｂ）および図２５（Ａ）に示すように、フレーム単位サムネイル配列
６００を移動させることにより、編集終了点の画像フレームに対応するフレーム単位サム
ネイルを、領域６００Ｃの選択中フレーム単位サムネイルとすることにより選択する。
【０２６７】
　そして、例えば図２５（Ａ）において、ユーザは、決定キー４２を操作することにより
、このフレームモードの画面において、選択中フレーム単位サムネイルに対応する画像フ
レームを、編集終了点として設定する。すると、前述したように、編集対象の動画コンテ
ンツに対応して、設定された編集終了点の情報がデータ格納部１２０に格納される。
【０２６８】
　このとき、ユーザが編集終了点のフレーム単位サムネイルを選択し決定すると、ＧＯＰ
単位サムネイル配列５００およびフレーム単位サムネイル配列６００について、編集開始
点から編集終了点までを、図２５（Ａ）において斜線を付して示すようにして、ユーザに
報知する。すなわち、ユーザが編集終了点についての決定キー４２操作をすると、図２５
（Ａ）に示すように、編集点開始点を含むＧＯＰ単位サムネイルから編集終了点のフレー
ム単位サムネイルまでを、他のサムネイルを区別して表示するようにする。
【０２６９】
　なお、図２５（Ａ）においては、各サムネイルについて斜線を付して示すが、実際的に
は、このような斜線を付すのではなく、例えば色彩を他のサムネイルと異ならせるように
することで区別表示するようにする。
【０２７０】
　次に、続いて、他の区間の編集開始点から編集終了点を設定するために、他のＧＯＰに
移動するときには、ユーザは、下キーあるいはオプションボタンのいずれかを操作する。
すると、図２５（Ｂ）のＧＯＰモードの状態に戻り、以降、同様にして次の編集開始点か



(36) JP 4438994 B2 2010.3.24

10

20

30

40

50

ら編集終了点の設定をする。以下、必要な複数区間の編集開始点から編集終了点について
の設定を行なうことができる。
【０２７１】
　次に、この第４の実施形態の場合における制御部１０２の動作処理のフローチャートを
説明するに、前述の第１の実施形態の図４のフローチャート部分および図６のフローチャ
ート部分は、この第４の実施形態においても全く同様の動作であるので、ここではその説
明は省略する。
【０２７２】
　図２６～図２７は、この第４の実施形態の場合における制御部１０２の動作処理の主要
部のフローチャートであり、図４のフローチャートに続く処理ステップである。
【０２７３】
　すなわち、図４のステップＳ１１５で、ポーズボタンが操作されたと判別したときには
、制御部１０２は、モニターディスプレイ３０の表示画面３１の再生画像を、ポーズボタ
ンが操作された時点のもので一時停止すると共に、ＧＯＰ単位である例えば１５枚おきの
フレームを編集点として設定することが可能なＧＯＰモード（群単位編集点選択モード）
に移行する（図２６のステップＳ４０１）。
【０２７４】
　そして、制御部１０２は、ＧＯＰモードにおいては、操作コントローラ４０やリモート
コマンダ５０の左キーや右キーが操作されたか否か監視し（ステップＳ４０２）、左キー
や右キーが操作されたと判別したときには、ＧＯＰ単位サムネイル配列５００を、全体と
して左方向あるいは右方向に移動させて、選択中ＧＯＰ単位サムネイルを変更するように
表示画像生成出力部１１１を制御する（ステップＳ４０３）。
【０２７５】
　そして、ステップＳ４０２で左キーあるいは右キーが操作されていないと判別されたと
き、また、ステップＳ４０３で選択中ＧＯＰ単位サムネイルが変更された後には、制御部
１０２は、決定キー４２が操作されたか否か判別する（ステップＳ４０４）。そして、ス
テップＳ４０４で、決定キー４２が操作されたと判別したときには、前述した図６のステ
ップＳ１４１に進み、制御部１０２は、そのときに選択中のＧＯＰ単位サムネイルに対応
するＧＯＰのＩピクチャ（フレーム）を編集開始点として設定し、当該編集開始点につい
てのデータを、編集対象である動画コンテンツに対応してデータ格納部１２０に格納する
。そして、制御部１０２は、前述したステップＳ１４１以降の処理を実行する。
【０２７６】
　また、制御部１０２は、ステップＳ４０４で、決定キー４２が操作されないと判別した
ときには、上キーあるいはオプションボタン４１が操作されたかどうか判別する（ステッ
プＳ４０５）。このステップＳ４０５で、上キーあるいはオプションボタン４１が操作さ
れていないと判別したときには、何も操作入力が無い状態が一定時間以上経過したか否か
判別する（ステップＳ４０６）。一定時間以上経過してはいないと判別したときには、制
御部１０２は、ステップＳ４０２に戻り、左キーあるいは右キーの操作の監視状態になる
。
【０２７７】
　ステップＳ４０５で、上キーあるいはオプションボタン４１が操作されたと判別された
とき、また、ステップＳ４０６で、何も操作入力が無い状態が一定時間以上経過したと判
別したときには、制御部１０２は、ＧＯＰモードからフレームモードに移行し、例えば図
２１（Ｂ）に示すように、ＧＯＰ単位サムネイル配列５００と、フレーム単位サムネイル
配列６００とを水平方向（左右方向）に２列に並べた画面表示とする（ステップＳ４０７
）。
【０２７８】
　次に、制御部１０２は、左キーあるいは右キーが操作されたか否か判別し（ステップＳ
４０８）、左キーあるいは右キーが操作されたと判別したときには、フレーム単位サムネ
イル配列６００を、操作された方向に移動して、領域６００Ｃの選択中フレーム単位サム
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ネイルを変更する（ステップＳ４０９）。
【０２７９】
　ステップＳ４０９の次には、制御部１０２は、決定キー４２が操作されたか否か判別す
る（ステップＳ４１０）。また、ステップＳ４０８で、左キーあるいは右キーが操作され
てはいないと判別したときにも、制御部１０２は、ステップＳ４１０に進んで、決定キー
４２が操作されたか否か判別する。
【０２８０】
　そして、ステップＳ４１０で決定キー４２が操作されてはいないと判別したときには、
下キーあるいはオプションボタン４１が操作されたか否か判別し（ステップＳ４１１）、
操作されてはいないと判別したときには、ステップＳ４０８に戻り、このステップＳ４０
８以降の処理を繰り返す。
【０２８１】
　また、ステップＳ４１１で、オプションボタン４１が操作されたと判別したときには、
ＧＯＰモードに戻る操作と判別して、ステップＳ４０１に戻り、フレーム単位サムネイル
配列６００を消去して、ＧＯＰ単位サムネイル配列５００のみを画面に表示する状態にす
る。
【０２８２】
　そして、ステップＳ４１０で、決定キー４２が操作された判別したときには、制御部１
０２は、当該決定キー４２が操作されたのは、編集モードを開始してから初めてであるか
、つまり、最初の編集点（最初の編集開始点）であるか否か判別する（図２７のステップ
Ｓ４２１）。
【０２８３】
　このステップＳ４２１において、最初の編集点であると判別したときには、制御部１０
２は、選択中フレーム単位サムネイルに対応する画像フレームの、編集対象コンテンツに
おけるフレーム位置情報、例えば、当該編集点の画像フレームの編集対象コンテンツの先
頭からの相対的な時間位置情報を、編集開始点（イン点）のフレーム位置情報として決定
し、データ格納部１２０の対象コンテンツのデータに対応付けて書き込む（ステップＳ４
２２）。
【０２８４】
　その後、制御部１０２は、装置１０を編集終了点の設定受付状態に移行させ（ステップ
Ｓ４２３）、下キーあるいはオプションボタン４１が操作されたか否か判別する（ステッ
プＳ４２４）。そして、ステップＳ４２４で、下キーあるいはオプションボタン４１が操
作されてはいないと判別したときには、ステップＳ４０８に戻り、このステップＳ４０８
以降を繰り返す。
【０２８５】
　また、下キーあるいはオプションボタン４１が操作されたと判別したときには、制御部
１０２は、ＧＯＰモードに戻る操作と判別して、ステップＳ４０１に戻り、フレーム単位
サムネイル配列６００を消去して、ＧＯＰ単位サムネイル配列５００のみを画面に表示す
る状態にする。
【０２８６】
　また、ステップＳ４２１で、最初の編集点ではないと判別したときには、制御部１０２
は、前回、決定された編集点は、編集開始点か編集終了点かを判別する（ステップＳ４２
５）。このステップＳ４２５で、前回、決定された編集点が編集終了点であると判別した
ときには、制御部１０２は、ステップＳ４２２に進み、前述したステップＳ４２２以降の
処理を実行する。
【０２８７】
　そして、ステップＳ４２５で、前回は編集開始点であると判別したときには、制御部１
０２は、決定された編集点（画像フレーム単位の編集点）を編集終了点（アウト点）のフ
レーム位置情報として決定し、データ格納部１２０の対象コンテンツのデータに対応付け
て書き込む（ステップＳ４２６）。
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【０２８８】
　その後、ステップＳ４２６で、編集終了点の保存が終了すると、制御部１０２は、装置
１０を編集開始点の設定受付状態に移行させる（ステップＳ４２７）。そして、下キーあ
るいはオプションボタン４１が操作されたか否か判別する（ステップＳ４２８）。このス
テップＳ４２８で、下キーあるいはオプションボタン４１が操作されていないと判別した
ときには、ステップＳ４０８に戻り、このステップＳ４０８以降を繰り返す。
【０２８９】
　また、ステップＳ４２８で、下キーあるいはオプションボタン４１が操作されたと判別
したときには、制御部１０２は、フレームモードからＧＯＰモードに戻る操作がなされと
判別して、フレーム単位サムネイル配列６００を消去して、ＧＯＰ単位サムネイル配列５
００のみを画面に表示する状態にする（ステップＳ４２９）。
【０２９０】
　次に、制御部１０２は、下キーが操作されたか否か判別する（ステップＳ４３０）。下
キーが操作されていないと判別したときには、ステップＳ４０４に戻り、このステップＳ
４０４以降の処理を繰り返す。
【０２９１】
　ステップＳ４３０で下キーが操作されたと判別したときには、制御部１０２は、装置１
０をＧＯＰモードから検索再生用モードに移行させ、画面下方の操作ボタンアイコン群４
１０を濃く表示すると共に、カーソルを当該操作ボタンアイコン群４１０に移動させる（
ステップＳ４３１）。
【０２９２】
　そして、制御部１０２は、この操作ボタンアイコン群４１０の中の完了ボタンアイコン
が操作されたか否か判別し（ステップＳ４３２）、完了ボタンアイコンが操作されたと判
別したときには、図４のステップＳ１０９に戻って、オプションメニューの画面を表示画
面３１に表示するようにする。
【０２９３】
　ステップＳ４３２で完了ボタンアイコンが操作されていないと判別したときには、制御
部１０２は、再生ボタンアイコン、早送り再生アイコン、巻き戻し再生アイコンなどの操
作に応じた検索再生など、その他の処理を行なう（ステップＳ４３３）。
【０２９４】
　この第４の実施形態の場合には、フレーム単位サムネイル配列６００は、ＧＯＰサムネ
イル配列５００と共に、水平方向に並べられて表示されるので、フレーム単位サムネイル
配列６００が画面の上下方向に並べられる場合に比べて、画面の下方に表示される時間バ
ー４１１の一部を隠すことが無いという効果がある。
【０２９５】
　　＜編集方法の第５の実施形態＞
　第５の実施形態は、第４の実施形態の変形例であり、第１の実施形態に対する第２の実
施形態と同様の関係を示すものである。すなわち、この第５の実施形態では、検索再生用
モードから最初のＧＯＰモードへの移行までは第４の実施形態と同様であるが、一旦、フ
レームモードに移行したときには、例えばオプションボタン４１の操作によるＧＯＰモー
ドへの強制的な移行操作が無い限り、ＧＯＰ単位サムネイル配列５００と、フレーム単位
サムネイル配列とを並列して常に表示するようにする。つまり、この第５の実施形態のフ
レームモードにおいては、編集点を、ＧＯＰ単位のフレームで設定することもできるし、
また、１フレーム単位で設定することができるもので、いわばＧＯＰ／フレームモードと
なる。
【０２９６】
　そして、フレームモードにおいては、カーソル位置がＧＯＰ単位サムネイル配列５００
の領域５００Ｃにあって、装置１０がＧＯＰ単位編集点設定状態のときに、上キーを操作
すると、カーソルがフレーム単位サムネイル配列６００の領域６００Ｃに移行し、装置１
０は、フレーム単位編集点設定状態に切り換わる。
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【０２９７】
　また、フレームモードにおいて、カーソル位置がフレーム単位サムネイル配列６００の
領域６００Ｃにあって、装置１０がフレーム単位編集点設定状態のときに、下キーを操作
すると、カーソルがＧＯＰ単位サムネイル配列５００の領域５００Ｃに移行し、装置１０
は、ＧＯＰ単位編集点設定状態に切り換わる。
【０２９８】
　したがって、この第５の実施形態では、フレームモードにおいては、上キーおよび下キ
ーを操作して、選択するサムネイルを、ＧＯＰ単位サムネイルとフレーム単位サムネイル
とで切り換えることが容易にでき、選択するＧＯＰを変更する場合にも第４の実施形態の
ように、一旦、フレームモードからＧＯＰモードに戻る必要はない。
【０２９９】
　そして、フレームモードにおいて、カーソルが選択中ＧＯＰ単位サムネイルにあるとき
に決定キー４２を操作することにより、ＧＯＰ単位の編集点を設定することができ、また
、カーソルが選択中フレーム単位サムネイルにあるときに決定キー４２を操作することに
より、１フレーム単位の編集点を設定することができる。
【０３００】
　　＜編集方法の第６の実施形態＞
　第６の実施形態も、第４の実施形態の変形例であり、第１の実施形態に対する第３の実
施形態と同様の関係を示すものである。すなわち、この第６の実施形態では、検索再生用
モードから、前述した第５の実施形態のフレームモード（ＧＯＰ／フレームモード）に直
接移行するようにし、このＧＯＰ／フレームモードにおいて、ＧＯＰ単位および１フレー
ム単位の編集点の設定を行なえるようにする。
【０３０１】
　この第６の実施形態においても、前述の第５の実施形態と同様に、フレームモード（Ｇ
ＯＰ／フレームモード）においては、カーソル位置がＧＯＰ単位サムネイル配列５００の
領域５００Ｃにあって、装置１０がＧＯＰ単位編集点設定状態のときに、上キーを操作す
ると、カーソルがフレーム単位サムネイル配列６００の領域６００Ｃに移行し、装置１０
は、フレーム単位編集点設定状態に切り換わる。
【０３０２】
　また、フレームモード（ＧＯＰ／フレームモード）において、カーソル位置がフレーム
単位サムネイル配列６００の領域６００Ｃにあって、装置１０がフレーム単位編集点設定
状態のときに、下キーを操作すると、カーソルがＧＯＰ単位サムネイル配列５００の領域
５００Ｃに移行し、装置１０は、ＧＯＰ単位編集点設定状態に切り換わる。
【０３０３】
　したがって、この第６の実施形態では、フレームモード（ＧＯＰ／フレームモード）に
おいては、上キーおよび下キーを操作して、選択するサムネイルを、ＧＯＰ単位サムネイ
ルとフレーム単位サムネイルとで切り換えることが容易にでき、選択するＧＯＰを変更す
る場合にも第４の実施形態のように、一旦、フレームモードからＧＯＰモードに戻る必要
はない。
【０３０４】
　　＜編集方法の第７の実施形態＞
　上述の実施形態では、いずれも、フレームモードあるいはＧＯＰ／フレームモードにお
いては、ＧＯＰ単位サムネイル配列５００と、フレーム単位サムネイル配列６００とを同
一の表示画面に表示する状態を備えている。これに対して、第７の実施形態では、ＧＯＰ
モードでは、ＧＯＰ単位サムネイル配列５００のみを表示し、フレームモードでは、フレ
ーム単位サムネイル配列６００のみを表示するものとする。そして、第７の実施形態では
、ＧＯＰモードとフレームモードとを、特定の操作、例えばオプションボタンの操作によ
り交互に切り換えるようにする。
【０３０５】
　この第７の実施形態において、或るＧＯＰ単位サムネイルに対応するＧＯＰのうちの特
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定のフレームを編集開始点として、別のＧＯＰ単位サムネイルに対応するＧＯＰのうちの
特定のフレームを編集終了点として設定する場合には、次のような、操作および編集点設
定動作となる。表示画面の変化を参照しながら、この操作および編集点設定動作について
以下に説明する。
【０３０６】
　先ず、ユーザは、図２８（Ａ）に示すＧＯＰモードにおいて、左キーあるいは右キーを
操作することにより、編集開始点としたい画像フレームを含むであろうＧＯＰを、それに
対応するＧＯＰ単位サムネイルを領域５００Ｃの選択中ＧＯＰサムネイルとすることによ
り選択することができる。このＧＯＰモードの画面においては、前述の実施形態と同様に
編集点選択モード表示欄４１４として「ＧＯＰモード」が表示される。
【０３０７】
　そして、編集開始点としたい画像フレームを含むであろうＧＯＰを選択中ＧＯＰサムネ
イルとする選択が終了したら、ユーザは、この例ではオプションボタンを操作することに
より、ＧＯＰモードからフレームモードに移行させ、図２８（Ｂ）に示すように、ＧＯＰ
単位サムネイル配列５００が消えて、フレーム単位サムネイル配列６００が表示されるフ
レームモードの画面を表示させる。このフレームモードの画面においては、前述の実施形
態と同様に編集点選択モード表示欄４１４として「フレームモード」が表示される。
【０３０８】
　そして、ユーザは、このフレームモードにおいて、左キーあるいは右キーを操作するこ
とにより、図２９（Ａ）および（Ｂ）に示すように、フレーム単位サムネイル配列６００
を移動させることにより、編集開始点の画像フレームに対応するフレーム単位サムネイル
を、領域６００Ｃの選択中フレーム単位サムネイルとすることにより選択する。
【０３０９】
　そして、例えば図２９（Ｂ）において、ユーザは、決定キー４２を操作することにより
、このフレームモードの画面において、選択中フレーム単位サムネイルに対応する画像フ
レームを、編集開始点として設定するようにする。すると、前述したように、制御部１０
２は、編集対象の動画コンテンツに対応して、設定された編集開始点の情報をデータ格納
部１２０に格納する。
【０３１０】
　次に、ユーザは、この図２９（Ｂ）において、編集終了点の画像フレームを含むであろ
うＧＯＰを選択すべく、この例ではオプションボタン４１を操作する。すると、フレーム
モードからＧＯＰモードへ切り換わり、図３０（Ａ）に示すように、ＧＯＰモードの画面
が表示される。このとき、メッセージ表示欄４１５には、それまで表示されていた「編集
開始点の設定を促すメッセージ」に代わって、「編集終了点の設定を促すメッセージ」が
表示される。
【０３１１】
　そして、このＧＯＰモードにおいて、ユーザは、左キーあるいは右キーを操作すること
により、編集終了点としたい画像フレームを含むであろうＧＯＰを、それに対応するＧＯ
Ｐ単位サムネイルを領域５００Ｃの選択中ＧＯＰサムネイルとすることにより選択する（
図３０（Ｂ）参照）。
【０３１２】
　このとき、図３０（Ｂ）に示すように、編集開始点から選択中ＧＯＰ単位サムネイルま
での区間が時間バー４１１において区間表示４１８として表示されると共に、編集開始点
を含むＧＯＰのＧＯＰ単位サムネイルから、編集終了点のフレームを含むとして選択中の
ＧＯＰ単位サムネイルまでの全てのサムネイルを目立つ色で囲むなどの方法で、強調表示
する。図３０（Ｂ）では、対応する区間のＧＯＰ単位サムネイルに対して２重線を付して
強調表示を表している。
【０３１３】
　そして、選択中ＧＯＰサムネイルの選択が終了したら、ユーザは、例えば図３０（Ｂ）
の画面において、この例ではオプションボタンを操作することにより、ＧＯＰモードから
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フレームモードに移行させ、図３１（Ａ）に示すようなフレームモードの画面を表示させ
る。
【０３１４】
　そして、ユーザは、このフレームモードにおいて、左キーあるいは右キーを操作するこ
とにより、図３１（Ｂ）および図３２（Ａ）に示すように、フレーム単位サムネイル配列
６００を移動させることにより、編集終了点の画像フレームに対応するフレーム単位サム
ネイルを、領域６００Ｃの選択中フレーム単位サムネイルとすることにより選択する。
【０３１５】
　そして、例えば図３２（Ａ）の画面において、ユーザは、決定キー４２を操作すること
により、このフレームモードの画面において、選択中フレーム単位サムネイルに対応する
画像フレームを、編集終了点として設定する。すると、前述したように、編集対象の動画
コンテンツに対応して、設定された編集終了点の情報がデータ格納部１２０に格納される
。
【０３１６】
　このとき、ユーザが編集終了点のフレーム単位サムネイルを選択し決定すると、ＧＯＰ
単位サムネイル配列５００およびフレーム単位サムネイル配列６００において、図３２（
Ａ）において斜線を付して示す編集開始点から編集終了点までの区間のサムネイルに対し
て、他のサムネイルとは区別する表示を施して、ユーザに報知する。すなわち、ユーザが
編集終了点についての決定キー４２操作をすると、図２５（Ａ）に示すように、編集点開
始点を含むＧＯＰ単位サムネイルから編集終了点のフレーム単位サムネイルまでを、他の
サムネイルを区別して表示するようにする。ここで、他のサムネイルとは区別する表示と
しては、当該サムネイルを濃く表示する、当該サムネイルの色を変える、当該サムネイル
の周囲の色を変える、図示の通りの斜線を付す、など種々の態様の表示が可能である。
【０３１７】
　次に、続いて、他の区間の編集開始点から編集終了点を設定するために、他のＧＯＰに
移動するときには、ユーザは、この例ではオプションボタンを操作する。すると、図３２
（Ｂ）に示すＧＯＰモードの状態に戻り、以降、同様にして次の編集開始点から編集終了
点の設定をする。以下、必要な複数区間の編集開始点から編集終了点についての設定を行
なうことができる。
【０３１８】
　次に、この第７の実施形態の場合における制御部１０２の動作処理のフローチャートを
説明するに、前述の第１の実施形態の図４のフローチャート部分は、この第４の実施形態
においても全く同様の動作であるので、ここではその説明は省略する。
【０３１９】
　図３３～図３４は、この第７の実施形態の場合における制御部１０２の動作処理の主要
部のフローチャートであり、図４のフローチャートに続く処理ステップである。
【０３２０】
　すなわち、図４のステップＳ１１５で、ポーズボタンが操作されたと判別したときには
、制御部１０２は、モニターディスプレイ３０の表示画面３１の再生画像を、ポーズボタ
ンが操作された時点のもので一時停止すると共に、ＧＯＰ単位である例えば１５枚おきの
フレームを編集点として設定することが可能なＧＯＰモード（群単位編集点選択モード）
に移行する（図３３のステップＳ５０１）。
【０３２１】
　そして、制御部１０２は、ＧＯＰモードにおいては、操作コントローラ４０やリモート
コマンダ５０の左キーや右キーが操作されたか否か監視し（ステップＳ５０２）、左キー
や右キーが操作されたと判別したときには、ＧＯＰ単位サムネイル配列５００を、全体と
して左方向あるいは右方向に移動させて、選択中ＧＯＰ単位サムネイルを変更するように
表示画像生成出力部１１１を制御する（ステップＳ５０３）。
【０３２２】
　そして、ステップＳ５０２で左キーあるいは右キーが操作されていないと判別されたと
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き、また、ステップＳ５０３で選択中ＧＯＰ単位サムネイルが変更された後には、制御部
１０２は、決定キー４２が操作されたか否か判別する（ステップＳ５０４）。そして、ス
テップＳ５０４で、決定キー４２が操作されたと判別したときには、制御部１０２は、当
該決定キー４２が操作されたのは、編集モードを開始してから初めてであるか、つまり、
最初の編集点（最初の編集開始点）であるか否か判別する（図３４のステップＳ５２１）
。
【０３２３】
　このステップＳ５２１において、最初の編集点であると判別したときには、制御部１０
２は、選択中ＧＯＰ単位サムネイルに対応する画像フレームの、編集対象コンテンツにお
けるフレーム位置情報、例えば、当該編集点の画像フレームの編集対象コンテンツの先頭
からの相対的な時間位置情報を、編集開始点（イン点）のフレーム位置情報として決定し
、データ格納部１２０の対象コンテンツのデータに対応付けて書き込む（ステップＳ５２
２）。次に、制御部１０２は、装置１０を編集終了点の設定受付状態に移行させ（ステッ
プＳ５２３）、その後、ステップＳ５０２に戻り、当該ステップＳ５０２以降を繰り返す
。
【０３２４】
　また、ステップＳ５２１で、最初の編集点ではないと判別したときには、制御部１０２
は、前回、決定された編集点は、編集開始点か編集終了点かを判別する（ステップＳ５２
４）。このステップＳ５２４で、前回、決定された編集点が編集終了点であると判別した
ときには、制御部１０２は、ステップＳ５２２に進み、前述したステップＳ５２２以降の
処理を実行する。
【０３２５】
　そして、ステップＳ５２４で、前回は編集開始点であると判別したときには、制御部１
０２は、決定された編集点（画像フレーム単位の編集点）を編集終了点（アウト点）のフ
レーム位置情報として決定し、データ格納部１２０の対象コンテンツのデータに対応付け
て書き込む（ステップＳ５２５）。
【０３２６】
　その後、ステップＳ５２５で、編集終了点の保存が終了すると、制御部１０２は、装置
１０を編集開始点の設定受付状態に移行させる（ステップＳ５２６）。そして、下キーが
操作されたか否か判別する（ステップＳ５２７）。このステップＳ５２７で、下キーが操
作されていないと判別したときには、ステップＳ５０２に戻り、このステップＳ５０２以
降を繰り返す。
【０３２７】
　また、ステップＳ５２７で、下キーが操作されたと判別したときには、制御部１０２は
、フレームモードまたはＧＯＰモードから検索再生用モードに戻る操作がなされと判別し
て、装置１０をＧＯＰモードから検索再生用モードに移行させ、画面下方の操作ボタンア
イコン群４１０を濃く表示すると共に、カーソルを当該操作ボタンアイコン群４１０に移
動させる（ステップＳ５３５）。
【０３２８】
　そして、制御部１０２は、この操作ボタンアイコン群４１０の中の完了ボタンアイコン
が操作されたか否か判別し（ステップＳ５３６）、完了ボタンアイコンが操作されたと判
別したときには、図４のステップＳ１０９に戻って、オプションメニューの画面を表示画
面３１に表示するようにする。
【０３２９】
　ステップＳ５３６で完了ボタンアイコンが操作されていないと判別したときには、制御
部１０２は、再生ボタンアイコン、早送り再生アイコン、巻き戻し再生アイコンなどの操
作に応じた検索再生など、その他の処理を行なう（ステップＳ５３７）。
【０３３０】
　また、制御部１０２は、ステップＳ５０４で、決定キー４２が操作されないと判別した
ときには、オプションボタン４１が操作されたかどうか判別する（ステップＳ５０５）。
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このステップＳ５０５で、オプションボタン４１が操作されていないと判別したときには
、ステップＳ５０２に戻る。
【０３３１】
　ステップＳ５０５で、オプションボタン４１が操作されたと判別されたときには、制御
部１０２は、ＧＯＰモードからフレームモードに移行し、例えば図２８（Ｂ）に示すよう
に、ＧＯＰ単位サムネイル配列５００を画面から消去して、フレーム単位サムネイル配列
６００を水平方向（左右方向）に並べた画面表示とする（ステップＳ５０６）。
【０３３２】
　次に、制御部１０２は、左キーあるいは右キーが操作されたか否か判別し（ステップＳ
５０７）、左キーあるいは右キーが操作されたと判別したときには、フレーム単位サムネ
イル配列６００を、操作された方向に移動して、領域６００Ｃの選択中フレーム単位サム
ネイルを変更する（ステップＳ５０８）。
【０３３３】
　このステップＳ５０８の次には、制御部１０２は、決定キー４２が操作されたか否か判
別する（ステップＳ５０９）。また、ステップＳ５０７で、左キーあるいは右キーが操作
されてはいないと判別したときにも、制御部１０２は、ステップＳ５０９に進んで、決定
キー４２が操作されたか否か判別する。
【０３３４】
　そして、ステップＳ５０９で決定キー４２が操作されてはいないと判別したときには、
オプションボタン４１が操作されたか否か判別し（ステップＳ５１０）、操作されてはい
ないと判別したときには、ステップＳ５０７に戻り、このステップＳ５０７以降の処理を
繰り返す。
【０３３５】
　また、ステップＳ５１０で、オプションボタン４１が操作されたと判別したときには、
ＧＯＰモードに戻る操作と判別して、ステップＳ５０１に戻り、フレーム単位サムネイル
配列６００を消去して、ＧＯＰ単位サムネイル配列５００のみを画面に表示する状態にす
る。
【０３３６】
　そして、ステップＳ５０９で、決定キー４２が操作された判別したときには、制御部１
０２は、当該決定キー４２が操作されたのは、編集モードを開始してから初めてであるか
、つまり、最初の編集点（最初の編集開始点）であるか否か判別する（図３４のステップ
Ｓ５２８）。
【０３３７】
　このステップＳ５２８において、最初の編集点であると判別したときには、制御部１０
２は、選択中ＧＯＰ単位サムネイルに対応する画像フレームの、編集対象コンテンツにお
けるフレーム位置情報、例えば、当該編集点の画像フレームの編集対象コンテンツの先頭
からの相対的な時間位置情報を、編集開始点（イン点）のフレーム位置情報として決定し
、データ格納部１２０の対象コンテンツのデータに対応付けて書き込む（ステップＳ５２
９）。次に、制御部１０２は、装置１０を編集終了点の設定受付状態に移行させ（ステッ
プＳ５３０）、その後、ステップＳ５０７に戻り、当該ステップＳ５０７以降を繰り返す
。
【０３３８】
　また、ステップＳ５２８で、最初の編集点ではないと判別したときには、制御部１０２
は、前回、決定された編集点は、編集開始点か編集終了点かを判別する（ステップＳ５３
１）。このステップＳ５３１で、前回、決定された編集点が編集終了点であると判別した
ときには、制御部１０２は、ステップＳ５２９に進み、前述したステップＳ５２９以降の
処理を実行する。
【０３３９】
　そして、ステップＳ５３１で、前回は編集開始点であると判別したときには、制御部１
０２は、決定された編集点（画像フレーム単位の編集点）を編集終了点（アウト点）のフ
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レーム位置情報として決定し、データ格納部１２０の対象コンテンツのデータに対応付け
て書き込む（ステップＳ５３２）。
【０３４０】
　その後、ステップＳ５３２で、編集終了点の保存が終了すると、制御部１０２は、装置
１０を編集開始点の設定受付状態に移行させる（ステップＳ５３３）。そして、下キーが
操作されたか否か判別する（ステップＳ５３４）。このステップＳ５３４で、下キーが操
作されていないと判別したときには、ステップＳ５０７に戻り、このステップＳ５０７以
降を繰り返す。
【０３４１】
　また、ステップＳ５３４で、下キーが操作されたと判別したときには、制御部１０２は
、フレームモードまたはＧＯＰモードから検索再生用モードに戻る操作がなされと判別し
て、装置１０をＧＯＰモードから検索再生用モードに移行させ、画面下方の操作ボタンア
イコン群４１０を濃く表示すると共に、カーソルを当該操作ボタンアイコン群４１０に移
動させる（ステップＳ５３５）。
【０３４２】
　そして、制御部１０２は、この操作ボタンアイコン群４１０の中の完了ボタンアイコン
が操作されたか否か判別し（ステップＳ５３６）、完了ボタンアイコンが操作されたと判
別したときには、図４のステップＳ１０９に戻って、オプションメニューの画面を表示画
面３１に表示するようにする。
【０３４３】
　ステップＳ５３６で完了ボタンアイコンが操作されていないと判別したときには、制御
部１０２は、再生ボタンアイコン、早送り再生アイコン、巻き戻し再生アイコンなどの操
作に応じた検索再生など、その他の処理を行なう（ステップＳ５３７）。
【０３４４】
　この第７の実施形態の場合には、ＧＯＰモードと、フレームモードとを、特定の操作、
例えばオプションボタンの操作により切り換えて、編集点の設定ができるので、分かり易
い編集作業となる。
【０３４５】
　また、画面に表示されるサムネイル配列は、フレーム単位サムネイル配列６００とＧＯ
Ｐサムネイル配列５００との一方のみであるので、表示画面においてサムネイル配列によ
って隠されてしまう部分が少ないので、時間バー４１１などが隠されることが無いという
効果がある。
【０３４６】
　なお、以上の説明においては、この第７の実施形態においては、画面上では、編集点選
択モード表示欄４１４に「ＧＯＰモード」または「フレームモード」を文字表示すること
により、いずれのモードであるかをユーザに報知するようにしたが、ＧＯＰ単位サムネイ
ル配列５００の色彩あるいはその周囲の色彩と、フレーム単位サムネイル配列６００の色
彩あるいはその周囲の色彩とを異ならせるなどにより、ＧＯＰモードとフレームモードと
をユーザに区別させるようにしても良い。
【０３４７】
　　＜編集方法の第８の実施形態＞
　第８の実施形態は、上述したようなＧＯＰモードやフレームモードで編集点を設定し、
当該設定した編集点データを、データ格納部１２０に対象コンテンツと対応して格納した
後、当該格納した編集点のデータを、例えば編集点リストとして読み出し、その編集点リ
ストの段階で、フレーム単位で編集点の微調整を行なうことができるようにした場合であ
る。
【０３４８】
　この第８の実施形態の場合には、先ず、ユーザは、例えばＧＯＰモードで編集開始点お
よび編集終了点を、対象コンテンツについて、必要箇所数分、設定を行なう。そして、設
定を完了したが、編集点リストを読み出し、１フレーム単位で編集点の微調整を行なうと
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いう使い方ができる。もちろん、ＧＯＰモードだけでなく、フレームモードによって、微
細に１フレーム単位で設定した編集点を、後の時点で、編集点リストを読み出して、修正
する場合にも、この第８の実施形態は有効である。
【０３４９】
　編集点リストは、例えば、図８（Ｂ）に示したオプションメニューの「編集」の項目に
対して、さらに下層において複数の選択項目を備える構造として、当該下層において選択
することができるようにする。
【０３５０】
　図３５は、この第８の実施形態を説明するための画面表示例である。例えば、ユーザが
編集リストを呼び出すようにする操作をすると、表示画面３１には、図３５（Ａ）に示す
ような編集点リスト画面が表示される。
【０３５１】
　この編集点リスト画面は、対象コンテンツについて設定された複数個の編集点セット７
００を時間経過に沿って並べて表示する。この例では、対象コンテンツについての全ての
編集点セットを同時に表示するのではなく、例えば図示のように、３セット程度ずつ表示
するようにする。
【０３５２】
　そして、例えば上キーあるいは下キーを操作することにより、表示されている編集点セ
ットの全体を移動させて、他の編集点セットを表示画面上に表示することができるように
する。この例では、上キーを操作すると、３個の編集点セット７００が上方に移動して、
時間的に、より後の時点の編集点セットが表示画面に現れるようにされ、下キーを操作す
ると、３個の編集点セット７００が下方に移動して、時間的に、より以前の時点の編集点
セットが表示画面に現れるようにされる。
【０３５３】
　１つの編集点セット７００は、編集開始点のフレームのサムネイル７０１および編集終
了点のフレームのサムネイル７０２の対と、編集開始点の時間表示７１１および編集終了
点の時間表示７１２の対とからなっている。
【０３５４】
　さらに、この例の編集点リスト画面には、対象コンテンツの全体の時間に対して、編集
点セットのそれぞれがどの部分であるかを示す区間表示ＰＭを伴う時間バー７２０が表示
される。
【０３５５】
　そして、図３５において点線で囲んで示す編集点位置（編集開始点または編集終了点の
いずれか）が選択中編集点位置７３１とされ、当該選択中編集点位置７３１の位置の編集
点が注目編集点、すなわち、微調整対象編集点として選択される。選択中編集点位置７３
１は、例えば他と異なる所定の色彩を施したり、反転表示したりすることでユーザに報知
される。この場合、上キーあるいは下キーを操作すると、選択中編集点位置７３１の内容
が、編集点セットの単位で変化するのではなく、編集開始点、編集終了点の編集点単位で
変化する。
【０３５６】
　この例の場合、選択中編集点位置７３１は動かず、上キーあるいは下キーにより上下方
向に移動されることにより、選択中編集点位置７３１で選択される注目編集点が変更され
る。そして、ある編集点が選択中編集点位置７３１に表示されているときに、決定キー４
２を操作すると、当該選択中編集点位置７３１に表示されている注目編集点の微調整がで
きる。すなわち、ユーザが決定キー４２を操作すると、図３５（Ｂ）に示すように、選択
中編集点位置７３１に、編集点変更可能表示マーク７３２が表示され、注目編集点が変更
可能であることがユーザに報知される。
【０３５７】
　そして、この図３５（Ｂ）の画面において、ユーザが上キーを操作すると、当該注目編
集点のフレームよりも前のフレームに編集点が変更され、下キーを操作すると、当該注目
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編集点のフレームよりも後のフレームに編集点が変更される。注目編集点の変更修正後、
決定キー４２をユーザが操作すると、図３５（Ｃ）に示すように、前記編集点変更可能表
示マーク７３２が消えて、選択中編集点位置７３１の表示状態に戻り、当該変更編集点が
決定されたことがユーザに報知される。
【０３５８】
　そして、制御部１０２は、この決定キー４２操作を受けて、データ格納部１２０の当該
注目編集点のデータを、当該変更修正後の編集点のフレームの時間位置情報（例えば対象
コンテンツの先頭からの時間位置情報）に書き換える。
【０３５９】
　以上の処理動作は、上述の実施形態と同様に、制御部１０２に内蔵されるソフトウエア
プログラムによって実行される。次に、この第８の実施形態における制御部１０２を中心
とした処理動作を、図３６および図３７のフローチャートを参照して説明する。
【０３６０】
　前述したように、この第８の実施形態では、ユーザが、オプションメニューから編集点
リストを選択すると、制御部１０２は、図３６のフローチャートを開始する。
【０３６１】
　すなわち、先ず、制御部１０２は、図３５（Ａ）に示したような編集点リストをモニタ
ーディスプレイ３０の表示画面３１に表示するように制御する（ステップＳ６０１）。次
に、制御部１０２は、上キーあるいは下キーが操作されたか否か判別し（ステップＳ６０
２）、上キーあるいは下キーが操作されたと判別したときには、選択中編集点位置７３１
に表示される注目編集点を、操作されたキーに応じて変更する（ステップＳ６０３）。
【０３６２】
　次に、制御部１０２は、決定キー４２が操作されたか否か判別し（ステップＳ６０４）
、決定キー４２が操作されていないと判別したときには、戻るキーが操作されたか否か判
別し（図３７のステップＳ６２１）、戻るキーが操作されたと判別したときには、編集リ
ストを表示する前の状態に戻る（ステップＳ６２２）。
【０３６３】
　また、ステップＳ６２２で、戻るキーが操作されていないと判別したときには、制御部
１０２は、終了操作がなされたか否か判別し（ステップＳ６２３）、なされてはいないと
判別したときには、ステップＳ６０２に戻り、終了操作がなされたと判別したときには、
この処理ルーチンを終了する。
【０３６４】
　そして、ステップＳ６０４で、決定キー４２が操作されたと判別したときには、制御部
１０２は、当該注目編集点を微調整対象編集点として認識し、編集点変更可能表示マーク
７３２を、注目編集点に対して表示する（ステップＳ６０５）。
【０３６５】
　そして、制御部１０２は、上キーあるいは下キーが操作されたか否か判別し（ステップ
Ｓ６０６）、上キーあるいは下キーが操作されたと判別したときには、注目編集点を１フ
レーム単位で変更し、表示画面３１の対応するサムネイルを当該変更したものに変える（
ステップＳ６０７）。
【０３６６】
　次に、制御部１０２は、決定キー４２が操作されたか否か判別し（ステップＳ６０８）
、決定キー４２が操作されていないと判別したときには、戻るキーが操作されたか否か判
別し（図３７のステップＳ６２４）、戻るキーが操作されたと判別したときには、ステッ
プＳ６０２に戻り、注目編集点の決定までの状態に戻る。
【０３６７】
　また、ステップＳ６２４で、戻るキーが操作されていないと判別したときには、制御部
１０２は、終了操作がなされたか否か判別し（ステップＳ６２５）、なされてはいないと
判別したときには、ステップＳ６０６に戻り、終了操作がなされたと判別したときには、
この処理ルーチンを終了する。
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【０３６８】
　なお、上述の実施形態では、ＧＯＰモード、フレームモードあるいはＧＯＰ／フレーム
モードにより編集点を設定した後の時点において、編集点リストを読み出して注目編集点
を選択し、当該注目編集点についてフレーム単位の変更修正を行なうようにしたが、前述
した編集点リストを用いて編集点設定モードをフレームモードとして、ＧＯＰモードの後
に、ユーザ指示により移行することができるようにしても良い。
【０３６９】
　［その他の変形例］
　以上の実施形態では、検索再生用モードにおいてポーズボタンを操作した時点で、ＧＯ
ＰモードやＧＯＰ／フレームモードに移行するようにしたが、移行させるための操作とし
ては、これに限られるものではない。また、例えばポーズボタンや停止ボタンを操作して
、編集点近傍を検索した後に、特定のボタン、例えばオプションボタンを操作したらＧＯ
ＰモードやＧＯＰ／フレームモードに移行するようにしてもよい。
【０３７０】
　また、上述の実施形態は、画像データの圧縮方式としてＭＰＥＧ圧縮方式を用い、ＧＯ
Ｐ単位のサムネイルは、Ｉピクチャのサムネイルとしたが、ＧＯＰ単位のサムネイルはＩ
ピクチャでなくともよいことは言うまでもない。
【０３７１】
　また、上述の実施形態は、画像データの圧縮方式としてＭＰＥＧ圧縮方式を用いるよう
にしたが、画像データの圧縮方式としては、これに限られるものではなく、複数枚のフレ
ーム単位で画像データ圧縮するものであればよい。
【０３７２】
　また、ＧＯＰモードからフレームモードに切り換えるための操作、フレームモードから
ＧＯＰモードに切り換えるための操作、ＧＯＰモードやフレームモードの編集点設定のモ
ードから検索再生用モードに切り換える操作は、上述の例の操作に限られるものではない
ことは言うまでもない。
【０３７３】
　また、上述の実施形態では、スキップしたい区間の始点と終点とを設定する場合に、こ
の発明を適用したが、この発明の編集方法は、このような場合に限らず、例えば始点のみ
、あるいは終点のみの設定にも適用可能であることは言うまでもない。
【図面の簡単な説明】
【０３７４】
【図１】この発明による動画像データの編集装置の実施形態を含むマルチメディアシステ
ムの構成例を示す図である。
【図２】この発明による動画像データの編集装置の実施形態が適用されたマルチメディア
記録再生装置の構成例を示すブロック図である。
【図３】実施形態のマルチメディア記録再生装置における初期メニュー画面の一例を示す
図である。
【図４】この発明による動画像データの編集方法の第１の実施形態における要部の処理動
作を説明するためのフローチャートの一部を示す図である。
【図５】この発明による動画像データの編集方法の第１の実施形態における要部の処理動
作を説明するためのフローチャートの一部を示す図である。
【図６】この発明による動画像データの編集方法の第１の実施形態における要部の処理動
作を説明するためのフローチャートの一部を示す図である。
【図７】この発明による動画像データの編集方法の第１の実施形態における要部の処理動
作を説明するためのフローチャートの一部を示す図である。
【図８】この発明による動画像データの編集装置の実施形態における編集モードへ移行さ
せるためのユーザ・インターフェース画面を説明するための図である。
【図９】この発明による動画像データの編集装置の実施形態における編集モードの検索再
生用モードの画面を説明するための図である。
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【図１０】この発明による動画像データの編集方法の第１の実施形態における編集点設定
用ユーザ・インターフェース画面を説明するための図である。
【図１１】この発明による動画像データの編集方法の第１の実施形態における編集点設定
用ユーザ・インターフェース画面を説明するための図である。
【図１２】この発明による動画像データの編集方法の第１の実施形態における編集点設定
用ユーザ・インターフェース画面を説明するための図である。
【図１３】この発明による動画像データの編集方法の第１の実施形態における編集点設定
用ユーザ・インターフェース画面を説明するための図である。
【図１４】この発明による動画像データの編集方法の第１の実施形態における編集点設定
用ユーザ・インターフェース画面を説明するための図である。
【図１５】この発明による動画像データの編集方法の第１の実施形態における編集点設定
用ユーザ・インターフェース画面を説明するための図である。
【図１６】この発明による動画像データの編集方法の第２の実施形態における編集点設定
処理動作を説明するためのフローチャートの一部である。
【図１７】この発明による動画像データの編集方法の第２の実施形態における編集点設定
処理動作を説明するためのフローチャートの一部である。
【図１８】この発明による動画像データの編集方法の第２の実施形態における編集点設定
処理動作を説明するためのフローチャートの一部である。
【図１９】この発明による動画像データの編集方法の第３の実施形態における編集点設定
処理動作を説明するためのフローチャートの一部である。
【図２０】この発明による動画像データの編集方法の第３の実施形態における編集点設定
処理動作を説明するためのフローチャートの一部である。
【図２１】この発明による動画像データの編集方法の第４の実施形態における編集点設定
用ユーザ・インターフェース画面を説明するための図である。
【図２２】この発明による動画像データの編集方法の第４の実施形態における編集点設定
用ユーザ・インターフェース画面を説明するための図である。
【図２３】この発明による動画像データの編集方法の第４の実施形態における編集点設定
用ユーザ・インターフェース画面を説明するための図である。
【図２４】この発明による動画像データの編集方法の第４の実施形態における編集点設定
用ユーザ・インターフェース画面を説明するための図である。
【図２５】この発明による動画像データの編集方法の第４の実施形態における編集点設定
用ユーザ・インターフェース画面を説明するための図である。
【図２６】この発明による動画像データの編集方法の第４の実施形態における編集点設定
処理動作を説明するためのフローチャートの一部である。
【図２７】この発明による動画像データの編集方法の第４の実施形態における編集点設定
処理動作を説明するためのフローチャートの一部である。
【図２８】この発明による動画像データの編集方法の第７の実施形態における編集点設定
用ユーザ・インターフェース画面を説明するための図である。
【図２９】この発明による動画像データの編集方法の第７の実施形態における編集点設定
用ユーザ・インターフェース画面を説明するための図である。
【図３０】この発明による動画像データの編集方法の第７の実施形態における編集点設定
用ユーザ・インターフェース画面を説明するための図である。
【図３１】この発明による動画像データの編集方法の第７の実施形態における編集点設定
用ユーザ・インターフェース画面を説明するための図である。
【図３２】この発明による動画像データの編集方法の第７の実施形態における編集点設定
用ユーザ・インターフェース画面を説明するための図である。
【図３３】この発明による動画像データの編集方法の第７の実施形態における編集点設定
処理動作を説明するためのフローチャートの一部である。
【図３４】この発明による動画像データの編集方法の第７の実施形態における編集点設定
処理動作を説明するためのフローチャートの一部である。
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【図３５】この発明による動画像データの編集方法の第８の実施形態における編集点設定
用ユーザ・インターフェース画面を説明するための図である。
【図３６】この発明による動画像データの編集方法の第８の実施形態における編集点設定
処理動作を説明するためのフローチャートの一部である。
【図３７】この発明による動画像データの編集方法の第８の実施形態における編集点設定
処理動作を説明するためのフローチャートの一部である。
【符号の説明】
【０３７５】
　１０…マルチメディア記録再生装置、３０…モニターディスプレイ、４０…操作コント
ローラ、５０…リモートコマンダ、１０２…制御部、１０９…データ記録処理部、１１０
…サムネイル生成部、１１１…表示画像生成出力部、１２０…データ格納部

【図１】 【図２】
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