
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数種類の素材データを繋ぎ合わせることによりシーケンスデータを生成するシーケン
スデータ生成手段と、
　上記シーケンスデータ生成手段によって生成した上記シーケンスデータを記憶しておく
記憶手段と
　を具え、
　上記シーケンスデータ生成手段は、
　上記記憶手段に記憶している既存の上記シーケンスデータを参照するための参照データ
と他の上記素材データとを繋ぎ合わせることにより、上記既存のシーケンスデータと上記
他の素材データとに基づく新たなシーケンスデータを生成する
　ことを特徴とする編集装置。
【請求項２】
　複数種類の素材データを繋ぎ合わせることによりシーケンスデータを生成するシーケン
スデータ生成ステップと、
　上記シーケンスデータ生成ステップによって生成した上記シーケンスデータを所定の記
憶手段に記憶しておく記憶ステップと
　を具え、
　上記シーケンスデータ生成ステップは、
　上記記憶手段に記憶している既存の上記シーケンスデータを参照するための参照データ
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と他の上記素材データとを繋ぎ合わせることにより、上記既存のシーケンスデータと上記
他の素材データとに基づく新たなシーケンスデータを生成する
　ことを特徴とするシーケンスデータ生成方法。
【請求項３】
　コンピュータに対し、
　複数種類の素材データを繋ぎ合わせることによりシーケンスデータを生成するシーケン
スデータ生成ステップと、
　上記シーケンスデータ生成ステップによって生成した上記シーケンスデータを所定の記
憶手段に記憶しておく記憶ステップと
　を実行させるシーケンスデータ生成プログラムであって、
　上記シーケンスデータ生成ステップは、
　上記記憶手段に記憶している既存の上記シーケンスデータを参照するための参照データ
と他の上記素材データとを繋ぎ合わせることにより、上記既存のシーケンスデータと上記
他の素材データとに基づく新たなシーケンスデータを生成する
　ことを特徴とするシーケンスデータ生成プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は編集装置に関し、例えば、複数種類の素材データを繋ぎ合わせてシーケンスデ
ータを生成する際に適用して好適なものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、編集装置においては、カメラ等で予め撮像されることにより得られた複数種類の
素材データを、ユーザの操作に応じて適宜繋ぎ合わせることにより、例えば図５に示すよ
うな一連の映像データ（以下、これをシーケンスデータと呼ぶ）を生成し得るようになさ
れている（例えば特許文献１）。
【特許文献１】特開２００２－２４７５０４公報（第２頁）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　ところでこのような編集装置においては、過去に生成した既存のシーケンスデータを流
用して、新たなシーケンスデータを生成する場合がある。
【０００４】
　この場合従来の編集装置においては、例えば図６に示すように、ハードディスクドライ
ブ４に記憶されている既存のシーケンスデータＳＤ１１をコピーしてコピーデータＳＤ１
１´を生成した後、当該コピーデータＳＤ１１´とその他素材データＭＤ１１とを組み合
わせることにより、新たなシーケンスデータＳＤ１２を生成し、これをハードディスクド
ライブ４における所定の記憶位置に記憶する。
【０００５】
　因みにこのときＣＰＵ２は、当該シーケンスデータＳＤ１２の記憶位置を記した記憶位
置情報ＩＮＦ１２も生成し、これをメモリ３に格納しておくようになされている。またメ
モリ３に既に記憶されている記憶位置情報ＩＮＦ１１には、シーケンスデータＳＤ１１の
記憶位置が記されている。
【０００６】
　この後ＣＰＵ２は、例えばユーザにより所定の操作部（図示せず）を介して、シーケン
スデータＳＤ１１に対し新たにエフェクトを施すための編集操作が行われると、メモリ３
に記憶されている記憶位置情報ＩＮＦ１１に基づいて、ハードディスクドライブ４に記憶
されているシーケンスデータＳＤ１１にアクセスし、これをメモリ３に読み出してエフェ
クトを施す編集処理を実行する。
【０００７】
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　この際、シーケンスデータＳＤ１１を流用しているシーケンスデータＳＤ１２の流用部
分（コピーデータＳＤ１１´）に対しても、同様のエフェクトが施されるべき状況が多々
想定される。このようなときユーザは、かかるシーケンスデータＳＤ１２の流用部分に対
して当該エフェクトを施すための編集操作を改めて行わなければならず、かくして編集作
業が煩雑になってしまう問題があった。
【０００８】
　本発明は以上の点を考慮してなされたもので、シーケンスデータに対する編集作業を格
段と容易に行い得る編集装置を提案しようとするものである。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　かかる課題を解決するために本発明においては、編集装置において、複数種類の素材デ
ータを繋ぎ合わせることによりシーケンスデータを生成するシーケンスデータ生成手段と
、シーケンスデータ生成手段によって生成したシーケンスデータを記憶しておく記憶手段
とを設け、シーケンスデータ生成手段は、記憶手段に記憶している既存のシーケンスデー
タを参照するための参照データと他の素材データとを繋ぎ合わせることにより、既存のシ
ーケンスデータと他の素材データとに基づく新たなシーケンスデータを生成するようにし
た。
【００１０】
　この結果この編集装置によれば、既存のシーケンスデータに対して施された編集処理の
結果が、当該既存のシーケンスデータを参照している新たなシーケンスデータに対しても
、自動的に反映されるようにすることができる。
【００１１】
　また本発明においては、シーケンスデータ生成方法において、複数種類の素材データを
繋ぎ合わせることによりシーケンスデータを生成するシーケンスデータ生成ステップと、
シーケンスデータ生成ステップによって生成したシーケンスデータを所定の記憶手段に記
憶しておく記憶ステップとを設け、記憶手段に記憶している既存のシーケンスデータを参
照するための参照データと他の素材データとを繋ぎ合わせることにより、既存のシーケン
スデータと他の素材データとに基づく新たなシーケンスデータを生成するようにした。
【００１２】
　この結果このシーケンスデータ生成方法によれば、既存のシーケンスデータに対して施
された編集処理の結果が、当該既存のシーケンスデータを参照している新たなシーケンス
データに対しても、自動的に反映されるようにすることができる。
【００１３】
　さらに本発明においては、コンピュータに対し、複数種類の素材データを繋ぎ合わせる
ことによりシーケンスデータを生成するシーケンスデータ生成ステップと、シーケンスデ
ータ生成ステップによって生成したシーケンスデータを所定の記憶手段に記憶しておく記
憶ステップとを実行させるシーケンスデータ生成プログラムにおいて、シーケンスデータ
生成ステップは、記憶手段に記憶している既存のシーケンスデータを参照するための参照
データと他の素材データとを繋ぎ合わせることにより、既存のシーケンスデータと他の素
材データとに基づく新たなシーケンスデータを生成するようにした。
【００１４】
　この結果このシーケンスデータ生成プログラムによれば、既存のシーケンスデータに対
して施された編集処理の結果が、当該既存のシーケンスデータを参照している新たなシー
ケンスデータに対しても、自動的に反映されるようにすることができる。
【発明の効果】
【００１５】
　上述のように本発明によれば、編集装置において、複数種類の素材データを繋ぎ合わせ
ることによりシーケンスデータを生成するシーケンスデータ生成手段と、シーケンスデー
タ生成手段によって生成したシーケンスデータを記憶しておく記憶手段とを設け、シーケ
ンスデータ生成手段は、記憶手段に記憶している既存のシーケンスデータを参照するため
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の参照データと他の素材データとを繋ぎ合わせることにより、既存のシーケンスデータと
他の素材データとに基づく新たなシーケンスデータを生成するようにしたことにより、既
存のシーケンスデータに対して施された編集処理の結果が、当該既存のシーケンスデータ
を参照している新たなシーケンスデータに対しても、自動的に反映されるようにすること
ができ、かくしてシーケンスデータに対する編集作業を格段と容易に行い得る編集装置を
実現することができる。
【００１６】
　また本発明によれば、シーケンスデータ生成方法において、複数種類の素材データを繋
ぎ合わせることによりシーケンスデータを生成するシーケンスデータ生成ステップと、シ
ーケンスデータ生成ステップによって生成したシーケンスデータを所定の記憶手段に記憶
しておく記憶ステップとを設け、シーケンスデータ生成ステップは、記憶手段に記憶して
いる既存のシーケンスデータを参照するための参照データと他の素材データとを繋ぎ合わ
せることにより、既存のシーケンスデータと他の素材データとに基づく新たなシーケンス
データを生成するようにしたことにより、既存のシーケンスデータに対して施された編集
処理の結果が、当該既存のシーケンスデータを参照している新たなシーケンスデータに対
しても、自動的に反映されるようにすることができ、かくしてシーケンスデータに対する
編集作業を格段と容易に行い得るシーケンスデータ生成方法を実現することができる。
【００１７】
　さらに本発明によれば、コンピュータに対し、複数種類の素材データを繋ぎ合わせるこ
とによりシーケンスデータを生成するシーケンスデータ生成ステップと、シーケンスデー
タ生成ステップによって生成したシーケンスデータを所定の記憶手段に記憶しておく記憶
ステップとを実行させるシーケンスデータ生成プログラムにおいて、シーケンスデータ生
成ステップは、記憶手段に記憶している既存のシーケンスデータを参照するための参照デ
ータと他の素材データとを繋ぎ合わせることにより、既存のシーケンスデータと他の素材
データとに基づく新たなシーケンスデータを生成するようにしたことにより、既存のシー
ケンスデータに対して施された編集処理の結果が、当該既存のシーケンスデータを参照し
ている新たなシーケンスデータに対しても、自動的に反映されるようにすることができ、
かくしてシーケンスデータに対する編集作業を格段と容易に行い得るシーケンスデータ生
成プログラムを実現することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１８】
　以下図面について、本発明の一実施の形態を詳述する。
【００１９】
　図６との対応部分に同一符号を付して示す図１において、１は編集装置を示し、当該編
集装置１は、ＣＰＵ（ Central Processing Unit）２に対してメモリ３及びハードディス
クドライブ４が接続されて構成されている。
【００２０】
　ハードディスクドライブ４には、素材データ記憶領域（図示せず）が設けられており、
この素材データ記憶領域に対しては、例えばカメラで撮像されることにより得られた複数
種類の素材データが予め記憶されている。
【００２１】
　さらにハードディスクドライブ４には、シーケンスデータを生成するためのシーケンス
データ生成プログラム（図示せず）が予め格納されている。
【００２２】
　従ってＣＰＵ２は、例えばユーザにより操作部（図示せず）を介して、素材データ記憶
領域に記憶されている素材データＭＤ１及びＭＤ２を繋ぎ合わせるための操作が行われた
ことを認識すると、かかるシーケンスデータ生成プログラムに従ってシーケンスデータ生
成処理を実行し、これにより素材データＭＤ１及びＭＤ２からなるシーケンスデータＳＤ
１を生成して、これをハードディスクドライブ４における所定の記憶位置に記憶する。
【００２３】
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　因みにこのときＣＰＵ２は、当該シーケンスデータＳＤ１の記憶位置を記した記憶位置
情報ＩＮＦ１も生成し、これをメモリ３に格納しておくようになされている。
【００２４】
　またＣＰＵ２は、例えばユーザにより操作部を介して、ハードディスクドライブ４に記
憶されている既存のシーケンスデータＳＤ１と、素材データ記憶領域に記憶されている素
材データＭＤ３とを繋ぎ合せるための操作が行われたことを認識すると、素材データ記憶
領域から読み出した素材データＭＤ３に対して、既存のシーケンスデータＳＤ１を参照す
るための情報（シーケンスデータＳＤ１の記憶位置情報）が記された参照データＲＤ１を
繋ぎ合わせることにより、新たなシーケンスデータＳＤ２を生成する。
【００２５】
　またＣＰＵ２は、例えばユーザにより操作部を介して、新たに生成したシーケンスデー
タＳＤ２を再生するための再生操作が行われたことを認識すると、最初に、素材データＭ
Ｄ３に基づく映像を所定の表示部（図示せず）に順次再生する。そして当該素材データＭ
Ｄ３の再生を終了すると、当該素材データＭＤ３に繋ぎ合わされている参照データＲＤ１
に基づいてシーケンスデータＳＤ１を参照し、これに基づく映像を表示部に順次再生する
ようになされている。
【００２６】
　このようにしてこの編集装置１においては、既存のシーケンスデータＳＤ１を流用した
新たなシーケンスデータＳＤ２を生成し得るようになされている。
【００２７】
　この後ＣＰＵ２は、例えばユーザにより操作部を介して、シーケンスデータＳＤ１に対
してエフェクトを施すための編集操作が行われたことを認識すると、図２に示す編集処理
手順ＲＴ１に従って編集処理を実行する。
【００２８】
　すなわちステップＳＰ１においてＣＰＵ２は、メモリ３に記憶されている記憶位置情報
ＩＮＦ１に基づいて、ハードディスクドライブ４に記憶されているシーケンスデータＳＤ
１にアクセスし、これをメモリ３に読み出して、ステップＳＰ２へ移る。
【００２９】
　ステップＳＰ２においてＣＰＵ２は、メモリ３に読み出したシーケンスデータＳＤ１に
対してエフェクトを施す編集処理を実行し、この編集処理を終了するとステップＳＰ３へ
移る。
【００３０】
　ステップＳＰ３においてＣＰＵ２は、エフェクトが施されたシーケンスデータＳＤ１を
ハードディスクドライブ４に記憶し直し、ステップＳＰ４へ移って編集処理手順ＲＴ１を
終了する。
【００３１】
　そしてこの編集処理が終了した後、例えばユーザにより操作部を介して、シーケンスデ
ータＳＤ２を再生するための再生操作が行われると、最初にＣＰＵ２は、シーケンスデー
タＳＤ２中の素材データＭＤ３に基づく映像を、表示部を介して順次再生する。
【００３２】
　そしてＣＰＵ２は、当該素材データＭＤ３に基づく映像の再生を終了すると、当該素材
データＭＤ３に繋ぎ合わされている参照データＲＤ１に基づいて、かかるエフェクトが施
されたシーケンスデータＳＤ１を参照し、このシーケンスデータＳＤ１に基づく映像を順
次再生する。これにより、シーケンスデータＳＤ２を再生したときの映像に対して、シー
ケンスデータＳＤ１に施された編集処理（エフェクト）の結果を反映することができる。
【００３３】
　以上の構成において、ＣＰＵ２は、例えばユーザにより操作部を介して、ハードディス
クドライブ４に記憶されている既存のシーケンスデータＳＤ１と素材データＭＤ３とを繋
ぎ合わせるための操作が行われると、この素材データＭＤ３に対して、既存のシーケンス
データＳＤ１を参照するための参照データＲＤ１を繋ぎ合わせることにより、新たなシー
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ケンスデータＳＤ２を生成する。
【００３４】
　そしてＣＰＵ２は、既存のシーケンスデータＳＤ１を流用して生成したシーケンスデー
タＳＤ２の流用部分（参照データＲＤ１）を再生するとき、当該参照データＲＤ１に基づ
いて既存のシーケンスデータＳＤ１を参照しこれに基づく映像を再生する。これにより、
シーケンスデータＳＤ１のみに対して編集処理が新たに施された場合であっても、この編
集処理の結果を、シーケンスデータＳＤ２を再生したときの映像に反映することができる
。
【００３５】
　以上の構成によれば、既存のシーケンスデータＳＤ１に施された編集処理の結果が、当
該既存のシーケンスデータＳＤ１を流用して生成されたシーケンスデータＳＤ２に対して
も、自動的に反映されるので、かくしてユーザは、シーケンスデータＳＤ２に対して当該
編集処理を施すための操作を別途行わなくて良く、この結果、編集作業を格段と容易に行
うことができる。
【００３６】
　ところでこの編集装置１においては、シーケンスデータＳＤ２の再生時、図３に示すよ
うに、素材データＭＤ３の再生を終了した後に、シーケンスデータＳＤ１を参照し、その
先頭部分から順次再生するようになされているが、このとき、このシーケンスデータＳＤ
２に付されている時刻情報にそのまま従ってしまうと、シーケンスデータＳＤ１に付され
ている時刻情報との間で不整合が生じ、ハードディスクドライブ４の素材データ記憶領域
からの読み込み位置がユーザの望む位置でないことになる。従ってこの編集装置１におい
ては、シーケンスデータＳＤ２を介してシーケンスデータＳＤ１を再生する際に従うべき
整合のとれた時刻情報を、例えば参照データＲＤ１に対して予め書き込んでおき、シーケ
ンスデータＳＤ２の再生時には、当該書き込んだ時刻情報に基づいて、シーケンスデータ
ＳＤ１を再生するようになされている。
【００３７】
　またこの編集装置１によれば、例えば図４に示すように、１つのシーケンスデータＳＤ
２０を階層的に参照させるようにして、複数のシーケンスデータＳＤ２１～ＳＤ２４を生
成することが可能となり、また１つのシーケンスデータＳＤ２２を、例えば２つのシーケ
ンスデータＳＤ２３、ＳＤ２４間で共有させることも可能となるので、従来よりも編集作
業の幅を広げることができる。
【００３８】
　なお上述の実施の形態では、複数種類の素材データを繋ぎ合わせることによりシーケン
スデータを生成するシーケンスデータ生成手段として、ＣＰＵ２を適用する場合について
述べたが、本発明はこれに限らず、ＭＰＵ（ Micro Processing Unit）等を適用するよう
にしても良い。
【００３９】
　また上述の実施の形態では、シーケンスデータを記憶しておく記憶手段として、ハード
ディスクドライブ４を適用する場合について述べたが、本発明はこれに限らず、フレキシ
ブルディスク等を適用するようにしても良い。
【産業上の利用可能性】
【００４０】
　本発明は、編集装置の他、シーケンスデータ編集機能を有するパーソナルコンピュータ
等に適用することができる。
【図面の簡単な説明】
【００４１】
【図１】本実施の形態における編集装置の構成を示すブロック図である。
【図２】編集処理手順を示すフローチャートである。
【図３】時刻情報の様子を表す略線図である。
【図４】階層化されたシーケンスデータ群の様子を示す略線図である。
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【図５】シーケンスデータの構成を示す略線図である。
【図６】従来のシーケンスデータに対する編集処理の様子を示す略線図である。
【符号の説明】
【００４２】
　１……編集装置、２……ＣＰＵ、３……メモリ、４……ハードディスクドライブ。

【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】
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【 図 ４ 】 【 図 ５ 】

【 図 ６ 】
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