
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
撮像パラメータに基づいた撮像条件により、被写体に対し撮像を行い撮像信号を得る撮像
手段と、上記撮像信号及び上記撮像信号に対応する撮像パラメータを同一の記録媒体に記
録する記録手段と、上記記録媒体に記録された上記撮像信号及び上記撮像パラメータを再
生する再生手段と、上記再生手段によって再生された上記撮像信号及び撮像パラメータを
表示する表示手段と、上記表示手段に表示された撮像パラメータの値を変更する変更手段
と、上記変更手段によって値の変更された撮像パラメータを、着脱可能なパラメータ記録
媒体に記録する撮像パラメータ記録手段とを備えた撮像パラメータ記録装置において、
上記撮像信号に対応する撮像パラメータ、又は、上記変更手段によって値の変更された撮
像パラメータの値を１フレーム毎に検出する検出手段と、
上記検出手段により検出された撮像パラメータの値に対応する文字情報を、文字データが
記録されたキャラクタジェネレータより読み出し、上記文字情報を撮像データに重畳して
上記表示手段に表示させる重畳手段を備えることを特徴とする撮像パラメータ記録装置。
【請求項２】
請求項１記載の撮像パラメータ記録装置において、
上記撮像パラメータを上記パラメータ記録媒体から再生する撮像パラメータ再生手段を有
し、
上記撮像手段は、上記撮像パラメータ再生手段により再生された撮像パラメータに基づい
て撮像信号を得ることを特徴とする撮像パラメータ記録装置。
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【請求項３】
請求項１記載の撮像バラメータ記録装置において、
上記撮像手段は、被撮像光を電気信号に変換する撮像素子と、上記撮像素子の出カ信号に
対してホワイトバランスを調整するホワイトバランス調整回路とを備え、上記撮像パラメ
ータが、上記ホワイトバランスを調整するためのホワイトバランス調整データであること
を特徴とする撮像パラメータ記録装置。
【請求項４】
請求項１記載の撮像パラメータ記録装置において、
上記撮像手段は、被撮像光を電気信号に変換する撮像素子と、上記撮像素子への入射光量
を調整する絞りとを備え、上記撮像パラメータが、上記絞りの値を示すデータであること
を特徴とする撮像パラメータ記録装置。
【請求項５】
請求項１記載の撮像パラメータ記録装置において、
上記撮像手段は、被撮像光を電気信号に変換する撮像素子と、上記撮像素子の出力信号に
対して輪郭強調処理を施す輪郭強調回路とを備え、上記撮像パラメータが、上記輪郭強調
処理のレベルを示すデータであることを特徴とする撮像バラメータ記録装置。
【請求項６】

撮像条件を与える撮像パラメータを記録する着脱可能な撮像パラメータ記録媒
体に対し、上記撮像パラメータを記録する撮像パラメータ記録装置において、

及び上記撮像信号に対応した撮像パラメータが記録された記録媒体から、上記撮
像信号及び上記撮像パラメータを再生する再生手段と、
上記再生手段によって再生された上記撮像信号に基づく画像及び上記撮像パラメータを表
示する表示手段と、
上記表示手段に表示された撮像パラメータの値を変更する変更手段と、
上記変更手段によって変更された撮像パラメータを上記撮像パラメータ記録媒体に記録す
る記録手段と、
上記撮像信号に対応する撮像パラメータ、又は、上記変更手段によって値の変更された撮
像パラメータの値を１フレーム毎に検出する検出手段と、
上記検出手段により検出された撮像パラメータの値に対応する文字情報を、文字データが
記録されたキャラクタジェネレータより読み出し、上記文字情報を撮像データに重畳して
上記表示手段に表示させる重畳手段を備えることを特徴とする撮像パラメータ記録装置。
【請求項７】
請求項６記載の撮像パラメータ記録装置において、
上記撮像手段は、被撮像光を電気信号に変換する撮像素子と、上記撮像素子の出力信号に
対してホワイトバランスを調整するホワイトバランス調整回路とを備え、上記撮像パラメ
ータが、上記ホワイトバランスを調整するためのホワイトバランス調整データであること
を特徴とする撮像パラメータ記録装置。
【請求項８】
請求項６記載の撮像パラメータ記録装置において、
上記撮像手段は、被撮像光を電気信号に変換する撮像素子と、上記撮像素子への入射光量
を調整する絞りとを備え、上記撮像パラメータが、上記絞りの値を示すデータであること
を特徴とする撮像パラメータ記録装置。
【請求項９】
請求項６記載の撮像パラメータ記録装置において、
上記撮像手段は、被撮像光を電気信号に変換する撮像素子と、上記撮像素子の出力信号に
対して、輪郭強調処理を施す輪郭強調回路とを備え、上記撮像バラメータが、上記輪郭強
調処理のレベルを示すデータであることを特徴とする撮像パラメータ記録装置。
【発明の詳細な説明】
技術分野
本発明は、被写体の撮像を行い編集するトータル的なシステムに適用して好適な撮像パラ
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メータ記録装置に関し、特に、被写体の撮像信号及び撮像時の撮像条件を示す撮像パラメ
ータを記録するとともに、この撮像パラメータを所望の撮像パラメータの値に変更可能と
することにより、過去の撮像時の絵柄の再現，所望の絵柄への補正．再生画像の絵柄の統
一等を図った撮像パラメータ記録装置に関するものである。
背景技術
今日において、いわゆるＣＣＤイメージセンサを用いて撮像光を受光して撮像信号を形成
し、この撮像信号をビデオテープに記録するビデオカメラ装置が知られている。
このビデオカメラ装置は、撮像開始前に、ユーザにより、撮像レンズのフォーカス，ズー
ム，アイリス等が手動で設定される。そして、撮像が開始されると、上記撮像レンズを介
して撮像光の取り込みを行い、該撮像光をＣＣＤイメージセンサにより受光する。これに
より、上記ＣＣＤイメージセンサにおいて、上記受光した撮像光に応じた電荷が蓄積され
る。
システムコントローラは、手動により指定された時間毎、或いは、受光した光量に応じて
、いわゆる電子シャッタ制御により上記ＣＣＤイメージセンサに蓄積された電荷の読み出
しを行う。上記ＣＣＤイメージセンサから読み出された電荷は、撮像信号として出力され
、前置増幅回路（プリアンプ）に供給される。
上記プリアンプは、上記撮像信号を所定の利得で増幅し、これをビデオ増幅回路（ビデオ
アンプ）に供給する。
上記ビデオアンプは、上記システムコントローラからの制御信号により利得，フレア補正
度，シェーディング補正度が制御されるようになっており、上記撮像信号にフレア補正処
理及びシェーディング補正処理を施し、これを上記システムコントローラにより可変制御
された利得で増幅して出力する。このビデオアンプからの撮像信号は撮像信号処理回路に
供給される。
上記撮像信号処理回路は、上記システムコントローラからの制御信号により、上記撮像信
号のペデスタルレベル（黒レベル）をクランプ処理し、この撮像信号にガンマ補正処理，
輪郭強調処理を施すとともに、ニー特性を付加し、これをエンコーダに供給する。
上記エンコーダは、上記撮像信号をデジタル化して撮像データを形成するとともに、この
撮像データに記録に適した所定の符号化処理を施して出力する。この撮像データは、タイ
ムコーダからの撮像日時等を示すタイムコードが重畳され回転ヘッドに供給される。
上記回転ヘッドは、上記撮像データ及びタイムコードをビデオテープにデジタル的に斜め
記録する。
これにより、再生時において、上記撮像データとともにタイムコードを再生することがで
き、該撮像データに応じた画像とともに、上記タイムコードによる撮像日時等を表示画面
に表示することができる。
ここで、例えば放送局等においては、１つの番組を構成するために、複数のビデオテープ
に記録された画像の中から、該番組で使用する所望の画像を選択し、１つのビデオテープ
にまとめて編集したい場合がある。
しかし、従来は、上記選択した所望の画像をそのままつなげて編集を行っていたため、例
えば同じ絵柄の画像であっても、上記編集による画像と画像の繋ぎ目の前後で表示態様に
差異が生じ、視聴者に違和感を与えてしまう問題があった。
すなわち、上記複数のビデオテープは、時間を異にした、或いは、場所を異にした撮像に
よりそれぞれ形成されたものであるため、この時間的或いは地理的に異なる状況で撮像さ
れた画像どおしを編集により繋ぐと、例えば該繋ぎ目の前後の各画像が同じ空の画像であ
っても、該繋ぎ目を境に再生画像における空の明るさが急に変化する等のような不具合を
生ずる。或いは、上記繋ぎ目の前後の各画像が屋内で撮像した画像と屋外で撮像した画像
であった場合、屋内と屋外の色温度の変化から、該繋ぎ目を境に再生画像における明るさ
が急に変化する等のような不具合を生ずる。
また、再生画像の中で気に入った絵柄の画像があった場合、この画像の撮像時のビデオカ
メラ装置の設定状態である、例えば上記アイリスの開成具合、ビデオアンプの利得、シェ
ーディング補正度、撮像信号処理回路のガンマ補正処理のレベル等を知りたい場合がある
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。
しかし、従来のビデオカメラ装置は、過去の撮像における設定状態を知ることができず、
過去の絵柄を再現するような撮像を行うことは困難であった。
なお、上記過去の撮像における設定状態を知る方法として、例えばユーザがメモ等に撮像
時の設定状態を記録しておく等のことが考えられるが、これは撮像毎に設定状態を確認す
る必要があるため大変面倒なうえ、撮像中に該設定状態を確認することは略々不可能なこ
とである。
本発明は、上述の問題点に鑑みてなされたものであり、撮像時の各部の設定状態を示す撮
像パラメータをその撮像信号とともに記録しておくことができ、また、撮像パラメータの
値を可変して再生画像を所望の絵柄に編集することができるような撮像パラメータ記録装
置，撮像方法及び編集システムの提供を目的とする。
発明の開示
本発明に係る撮像パラメータ記録装置は、撮像パラメータに基づいた撮像条件により、被
写体に対し撮像を行い撮像信号を得る撮像手段と、上記撮像信号及び上記撮像信号に対応
する撮像パラメータを同一の記録媒体に記録する記録手段と、上記記録媒体に記録された
上記撮像信号及び上記撮像パラメータを再生する再生手段と、上記再生手段によって再生
された上記撮像信号及び撮像パラメータを表示する表示手段とを有する。また、上記表示
手段に表示された撮像パラメータの値を変更する変更手段と、上記変更手段によって値の
変更された撮像パラメータを、着脱可能なパラメータ記録媒体に記録する撮像パラメータ
記録手段とを有する。
また、本発明に係る撮像パラメータ記録装置は、上記撮像パラメータ記録装置において、
上記撮像パラメータを上記パラメータ記録媒体から再生する撮像パラメータ再生手段を有
する。そして、上記撮像手段は、上記撮像パラメータ再生手段により再生された撮像パラ
メータに基づいて撮像信号を得る。
また、本発明に係る撮像パラメータ記録装置は、上記撮像手段として、被撮像光を電気信
号に変換する撮像素子と、上記撮像素子の出力信号に対してホワイトバランスを調整する
ホワイトバランス調整回路とを備えるものを有する。この場合、上記撮像パラメータが、
上記ホワイトバランスを調整するためのホワイトバランス調整データとなる。
また、本発明に係る撮像パラメータ記録装置は、上記撮像手段として、被撮像光を電気信
号に変換する撮像素子と、上記撮像素子への入射光量を調整する絞りとを備えるものを有
する。この場合、上記撮像パラメータが、上記絞りの値を示すデータとなる。
また、本発明に係る撮像パラメータ記録装置は、上記撮像手段として、被撮像光を電気信
号に変換する撮像素子と、上記撮像素子の出力信号に対して輪郭強調処理を施す輪郭強調
回路とを備えるものを有する。この場合、上記撮像パラメータが、上記輪郭強調処理のレ
ベルを示すデータとなる。
また、本発明に係る撮像パラメータ記録装置は、撮像手段に着脱可能に装着されて上記撮
像手段に撮像条件を与える撮像パラメータが記録される撮像パラメータ記録媒体に対し、
上記撮像パラメータを記録する撮像パラメータ記録装置において、撮像信号及び上記撮像
信号に対応した撮像パラメータが記録された記録媒体から、上記撮像信号及び上記撮像パ
ラメータを再生する再生手段を有する。また、上記再生手段によって再生された上記撮像
信号に基づく画像及び上記撮像パラメータを表示する表示手段と、上記表示手段に表示さ
れた撮像パラメータの値を変更する変更手段と、上記変更手段によって変更された撮像パ
ラメータを上記撮像パラメータ記録媒体に記録する記録手段とを有する。
また、本発明に係る撮像パラメータ記録装置は、上記撮像手段として、被撮像光を電気信
号に変換する撮像素子と、上記撮像素子の出力信号に対してホワイトバランスを調整する
ホワイトバランス調整回路とを備えるものを有する。この場合、上記撮像パラメータが、
上記ホワイトバランスを調整するためのホワイトバランス調整データとなる。
また、本発明に係る撮像パラメータ記録装置は、上記撮像手段として、被撮像光を電気信
号に変換する撮像素子と、上記撮像素子への入射光量を調整する絞りとを備えるものを有
する。この場合、上記撮像パラメータが、上記絞りの値を示すデータとなる。
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また、本発明に係る撮像パラメータ記録装置は、上記撮像手段として、被撮像光を電気信
号に変換する撮像素子と、上記撮像素子の出力信号に対して、輪郭強調処理を施す輪郭強
調回路とを備えるものを有する。この場合、上記撮像バラメータが、上記輪郭強調処理の
レベルを示すデータとなる。
一方、本発明に係る撮像方法は、撮像手段によって所望の被写体を撮像して撮像信号及び
上記撮像信号を得た時点における上記撮像手段の撮像条件を表す撮像パラメータとを、同
一の記録媒体に記録するステップ（ａ）と、上記記録媒体から上記撮像信号及び上記撮像
パラメータを再生して上記撮像信号に基づく画像と上記撮像パラメータとを表示するステ
ップ（ｂ）とを有する。また、表示された上記画像に基づいて上記撮像パラメータの値を
変更するステップ（ｃ）と、上記変更された撮像パラメータを、着脱可能な撮像パラメー
タ記録媒体に記録するステップ（ｄ）とを有する。
また、本発明に係る撮像方法は、この撮像方法において、さらに、上記ステップ（ｄ）で
撮像パラメータが記録された撮像パラメータ記録媒体を、任意の撮像手段に装着するステ
ップ（ｆ）と、装着された上記撮像パラメータ記録媒体から上記撮像パラメータを読み出
すステップ（ｇ）と、読み出した上記撮像パラメータに従って、上記撮像手段の設定状態
を調整して撮像を行うステップ（ｇ）とを有する。
これにより、本発明に係る撮像パラメータ記録装置及び撮像方法は、撮像時毎の撮像パラ
メータを撮像信号とともに上記記録媒体に記録しておくことができる。従って、撮像毎に
撮像パラメータを確認してメモ等に記録しておくような面倒な作業を完全に省略すること
ができる。
また、上記撮像パラメータを再生することにより、撮像手段の過去の設定状態を容易に確
認することができるうえ、この確認により過去の設定状態を簡単に再現することができる
。このため、過去の撮像時の絵柄を再現する撮像を可能とすることができる。
また、例えば上記表示手段に表示された画像で気に入った画像があった場合、その画像の
撮像パラメータをそのまま、或いは、適宜変更して上記撮像パラメータ記録媒体に記録し
残しておくことができる。
【図面の簡単な説明】
図１は、本発明の撮像パラメータ記録装置及び撮像方法を適用した第１の実施例に係るビ
デオカメラ装置のブロック図である。
図２は、上記ビデオカメラ装置のビデオテープに記録される撮像データ及び撮像パラメー
タの記録フォーマットを示す模式図である。
図３は、本発明に係る編集システムを適用した第２の実施例に係るセットアップカード形
成装置のブロック図である。
図４は、本発明の第２の実施例に係る編集システムのブロック図である。
図５は、上記第２の実施例に係る編集システムに設けられているシステムコントローラの
ブロック図である。
図６は、上記システムコントローラに設けられている信号処理制御回路のブロック図であ
る。
図７は、上記システムコントローラに設けられている信号処理回路のブロック図である。
発明を実施するための最良の形態
以下、本発明に係る撮像パラメータ記録装置，撮像方法及び編集システムの実施例につい
て図面を参照しながら説明する。
まず、本発明に係る撮像パラメータ記録装置及び撮像方法は、図１に示すようにビデオカ
メラ装置に適用することができる。
この第１の実施例に係るビデオカメラ装置は、撮像系１と記録再生系２とで構成されてい
る。
上記撮像系１は、撮像光を取り込む撮像レンズ３と、上記撮像レンズ３からの撮像光を受
光して撮像信号を形成するＣＣＤイメージセンサ４と、上記ＣＣＤイメージセンサ４から
の撮像信号を増幅する前置増幅回路（プリアンプ）５とを有している。
また、上記撮像系１は、上記プリアンプ５からの撮像信号に、シェーディング補正，フレ
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ア補正，ホワイトバランスの制御を施すとともに、自動利得制御により自動設定された利
得及び例えば３段階の可変設定が可能な利得で増幅して出力するビデオアンプ６と、上記
ビデオアンプ６からの撮像信号にガンマ補正，黒レベル制御等を施す撮像信号処理回路７
と、上記撮像信号処理回路７からの撮像信号をデジタル化して撮像データを形成し、この
撮像データに記録に適した符号化処理を施すエンコーダ８とを有している。
また、上記撮像系１は、上記撮像レンズ３のズーム比等や、ＣＣＤイメージセンサ４のい
わゆる電子シャッタ速度や、ビデオアンプ６のシェーディング補正度等や、撮像信号処理
回路７のガンマ補正度等を検出して上記各部の設定状態を示す撮像パラメータを形成する
システムコントローラ９を有している。
また、上記撮像系１は、上記撮像パラメータが記憶されるメモリ１０と、着脱可能な磁気
カード（以下、セットアップカードという。）に撮像パラメータを記憶再生するセットア
ップカード記録再生部１１と、上記撮像パラメータを所望の値に変更するための変更キー
等が設けられている操作部１２とを有している。
次に、上記記録再生系２は、上記撮像系１により形成された撮像データ及び撮像パラメー
タを所定の利得で増幅する増幅回路１３と、記録時又は再生時における撮像データ及び撮
像パラメータに記録又は再生用の増幅を施す記録再生増幅回路１５と、上記記録再生増幅
回路１５からの撮像データ及び撮像パラメータをビデオテープ１７にデジタル的に斜めに
記録トラックを形成するように記録するとともに、該記録トラックから上記撮像データ及
び撮像パラメータを再生する回転ヘッド１６とを有している。
また、上記記録再生系２は、上記システムコントローラ９により検出された撮像パラメー
タを上記エンコーダ８からの撮像信号に重畳して電子ビューファインダ１９及び例えばモ
ニタ装置等に接続される外部出力端子２０に供給する重畳回路１８を有している。
次に、このような構成を有する第１の実施例に係るビデオカメラ装置の動作説明をする。
まず、図１において、ユーザは、撮像開始前に、上記撮像系１の各部の設定状態を手動に
より可変設定する。具体的には、ユーザは、上記撮像レンズ３のフォーカス，アイリス，
ズームを手動設定するとともに、ビデオアンプ６の利得，フレア補正度，シェーディング
補正度，ホワイトバランスを手動設定する。さらに、撮像信号処理回路７の黒レベル，ガ
ンマ補正のレベル，輪郭強調度，ニー特性を手動設定する。
なお、上記撮像系１の各部の設定状態は、システムコントローラ９により自動的に設定さ
れるようにしてもよい。
次に、このように各部の設定がなされると、上記撮像レンズ３を介して撮像光の取り込み
が行われ、該撮像光がＣＣＤイメージセンサ４に照射される。
上記ＣＣＤイメージセンサ４は、上記撮像光を受光し、この受光した撮像光に応じた電荷
を蓄積する。このＣＣＤイメージセンサ４に蓄積された電荷は、上記システムコントロー
ラ９による、いわゆる電子シャッタ制御に応じて読み出され、撮像信号としてプリアンプ
５を介してビデオアンプ６に供給される。
上記ビデオアンプ６は、ユーザにより予め設定された特性となるように、上記撮像信号に
、フレア補正，シェーディング補正を施すとともに、ホワイトバランスの制御を施す。ま
た、システムコントローラ９により自動的に設定された利得、及び、撮像状況等に応じて
例えば３段階の可変設定が可能となっている利得で上記撮像信号を増幅し、これを撮像信
号処理回路７に供給する。
上記撮像信号処理回路７は、上記システムコントローラ９からの制御信号に基づいて上記
撮像信号のペデスタルレベル（黒レベル）をクランプ処理し、ガンマ補正処理，輪郭強調
処理を施すとともに、ニー特性を付加しこれをエンコーダ８に供給する。
上記エンコーダ８は、上記撮像信号をデジタル化して撮像データを形成するとともに、こ
の撮像データに記録に適した符号化処理を施しこれを増幅回路１３及び重畳回路１８に供
給する。
ここで、上記システムコントローラ９は、上記撮像レンズ３のフォーカス，アイリス，ズ
ームの制御値、ＣＣＤイメージセンサ４の電子シャッタ速度、ビデオアンプ６の利得，ホ
ワイトバランス，フレア補正の値，シェーディング補正の値、撮像信号処理回路７のペデ

10

20

30

40

50

(6) JP 3829333 B2 2006.10.4



スタルレベル，ガンマ補正の値，輪郭強調の値，付加したニー特性の値を撮像パラメータ
として、例えば１フレーム毎に検出する。そして、この撮像パラメータを上記増幅回路１
３及び重畳回路１８に供給する。
上記重畳回路１８は、例えば上記撮像パラメータに対応する文字データ（数値，アルファ
ベット，ローマ字，片仮名文字等）が記憶されたキャラクタジェネレータを有しており、
上記システムコントローラ９から撮像パラメータが供給されると、この撮像パラメータに
対応する文字データを上記キャラクタジェネレータから読み出す。そして、この文字デー
タを、上記エンコーダ８からの撮像データに重畳し、これを電子ビューファインダ１９及
び外部出力端子２０に供給する。
これにより、上記電子ビューファインダ１９に撮像中の被写体像とともに、該撮像時の各
部の設定状態を示す撮像パラメータが表示される。このため、ユーザは、撮像を行いなが
ら上記電子ビューファインダ１９から目を離すことなく上記撮像パラメータの確認を行う
ことができる。従って、例えば撮像中に上記撮像パラメータを見て、各部の設定状態を変
更したくなった場合、例えば上記アイリス，シェーディング補正度，輪郭強調度等を任意
に手動で可変して撮像を行うことを可能とすることができる。
一方、上記増幅回路１３は、上記エンコーダ８から供給される撮像データ及び上記システ
ムコントローラ９から供給される撮像パラメータをそれぞれ所定の利得で増幅し、これを
記録再生増幅回路１５を介して回転ヘッド１６に供給する。
上記回転ヘッド１６は、ビデオテープ１７に上記撮像データ及び撮像パラメータをデジタ
ル的に斜めに記録トラックを形成するように記録する。
具体的には、例えば図２に示すように１フィールド分の撮像データ（ＶＤ）は１つの記録
トラック（ＴＲ）に記録されるようになっており、この撮像データに関する撮像パラメー
タ（ＰＤ）は、２つの記録トラックに対して一つ、すなわち、１フレームに１つのかたち
で記録されるようになっている。
なお、上記システムコントローラ９において、１フィールド毎に撮像パラメータを検出す
るようにしてもよい。この場合、上記撮像パラメータ（ＰＤ）は、１つの記録トラック（
ＴＲ）に１つのかたちで記録されることとなる。
このように、撮像時の撮像パラメータを検出し、撮像データとともに記録することにより
、撮像毎に撮像パラメータを確認してメモ等に記録しておくような面倒な作業を完全に省
略することができる。
次に、このようにビデオテープ１７に記録された撮像データ及び撮像パラメータは、再生
時に上記回転ヘッド１６により再生される。この再生された撮像データ及び撮像パラメー
タは、上記記録再生増幅回路１５を介して増幅回路１３に供給される。
この再生時となると、上記増幅回路１３は、上記記録再生増幅回路１５を介して供給され
る撮像データ及び撮像パラメータをそれぞれ分離して所定の利得で増幅し、該撮像データ
を重畳回路１８に供給するとともに、該撮像パラメータを重畳回路１８及びシステムコン
トローラ９に供給する。
上記重畳回路１８は、上述のように上記撮像パラメータに応じた文字データを上記キャラ
クタジェネレータから読み出し、この文字データを上記撮像データに重畳して上記電子ビ
ューファインダ１９及び外部出力端子２０に供給する。
これにより、上記電子ビューファインダ１９に上記撮像データが記録された過去の撮像時
の撮像パラメータが表示されることとなる。このため、ユーザは、過去の撮像時の各部の
設定状態を容易に確認することができるうえ、この確認により過去の設定状態を簡単に再
現することができる。従って、過去の撮像時の絵柄を再現する撮像を可能とすることがで
きる。
また、例えばユーザからメーカ側に「再生画像がおかしいが、ビデオカメラ装置の故障で
はないか」との問い合わせがあった場合、上記再生画像とともに撮像時の撮像パラメータ
を見ることができるため、メンテナンスマン等は機器の故障であるかユーザの設定ミスで
あるのかを簡単且つ正確に判別することができ、的確な処理を施すことができる。
次に、この第１の実施例に係るビデオカメラ装置は、撮像パラメータのみを別の記録媒体
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に記録して残しておくことができるようになっている。
すなわち、当該ビデオカメラ装置には、上記ビデオテープ１７の他に、例えばセットアッ
プカードが装着可能なセットアップカード記録再生部１１を有している。
ユーザは、上記電子ビューファインダ１９に表示される画像で、例えば気に入った絵柄の
画像があった場合、この画像の撮像パラメータを取り込むように操作部１２を操作する。
上述のように、再生時には、上記増幅回路１３において分離された撮像パラメータが上記
システムコントローラ９に供給されている。このため、上記システムコントローラ９は、
上記撮像パラメータの取り込みが指定されると、上記増幅回路１３から供給される現在再
生中の撮像パラメータを記憶するようにセットアップカード記録再生部１１を書き込み制
御する。これにより、上記セットアップカード記録再生部１１は、セットアップカードに
、所望の撮像パラメータを記憶する。
また、例えば上記電子ビューファインダ１９に表示される画像を見て、もう少し輪郭を強
調した画像の撮像パラメータを上記セットアップカードに残しておきたいとか、ホワイト
バランスを調整した画像の撮像パラメータを上記セットアップカードに残しておきたいと
いった場合、ユーザは、上記操作部１２を操作して、経験等に基づいて上記撮像パラメー
タの変更を行う。
上記システムコントローラ９は、上記撮像パラメータの変更が指定されると、上記増幅回
路１３から供給される撮像パラメータを一旦記憶するようにメモリ１０を書き込み制御す
る。また、上記システムコントローラ９は、上記操作部１２の操作に応じて値を可変した
撮像パラメータを形成し、これを上記重畳回路１８に供給する。上記重畳回路１８は、上
記システムコントローラ９からの撮像パラメータに応じた文字データをキャラクタジェネ
レータから読み出し、該文字データを上記撮像データに重畳して上記電子ビューファイン
ダ１９に供給する。これにより、上記操作部１２の操作に応じて可変制御された撮像パラ
メータが上記電子ビューファインダ１９に表示されることとなる。
ユーザは、このように操作部１２を操作して上記電子ビューファインダ１９に表示される
撮像パラメータの値を所望の値に調整する。そして、上記電子ビューファインダ１９に表
示される撮像パラメータの値が所望の値となったときに、その撮像パラメータを取り込む
ように操作部１２を操作する。
上記システムコントローラ９は、上記撮像パラメータの取り込みが指定されると、上記メ
モリ１０に記憶されている元の撮像パラメータを読み出し、この値を上記ユーザにより調
整された値に変更し上記セットアップカードに記録するようにセットアップカード記録再
生部１１を制御する。
これにより、元の撮像パラメータを変更して、ユーザの所望の絵柄の画像を得ることがで
きる撮像パラメータを上記セットアップカードに記録しておくことができる。
次に、上記セットアップカードに上記撮像パラメータが記憶されると、その撮像パラメー
タに応じた各部の設定状態による撮像が可能となる。
すなわち、ユーザが所望の撮像パラメータが記録されたセットアップカードをセットアッ
プカード記録再生部１１に装着して、該撮像パラメータの読み出しを行うように操作部１
２を操作する。これにより、システムコントローラ９は、上記セットアップカードに記録
されている撮像パラメータを読み出すようにセットアップカード記録再生部１１を読み出
し制御し、この撮像パラメータに応じて上記撮像レンズ３，ＣＣＤイメージセンサ４，ビ
デオアンプ６，撮像信号処理回路７の各部の設定状態を制御する。
これにより、過去の撮像状態等を再現して、そのときと同じ絵柄の画像の撮像を可能とす
ることができる。
なお、上述の実施例の説明では、上記撮像中に検出された撮像パラメータ及び再生或いは
変更された撮像パラメータを電子ビューファインダ１９により確認することとしたが、該
撮像パラメータ等を大画面で確認したい場合がある。この場合、ユーザは、上記外部出力
端子２０にモニタ装置を外部接続する。これにより、上記外部出力端子２０を介してモニ
タ装置に撮像データ及び撮像パラメータが供給され、該撮像データに応じた画像とともに
、該撮像パラメータに応じた文字が表示される。従って、ユーザは、上記モニタ装置に表
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示された画像及び撮像パラメータを、上記電子ビューファインダ１９を用いたときよりも
詳細に検討，確認することができる。
次に、本発明に係る編集システムは、上述の第１の実施例に係るビデオカメラ装置により
撮像されたビデオテープから所望の撮像パラメータを選択してセットアップカードに記録
し、該ビデオテープから再生された撮像パラメータを所望の値に変更してセットアップカ
ードに記録するとともに、該セットアップカードに記録されている撮像パラメータの値を
所望の値に変更して該セットアップカードに記録し直すことによりセットアップカードの
形成を行うセットアップカード形成装置に適用することができる。
すなわち、図３において、この第２の実施例に係るセットアップカード形成装置９０は、
ビデオテープ９１から撮像データ及び撮像パラメータの再生を行う回転ヘッド９２と、上
記回転ヘッド９２により再生された上記撮像データ及び撮像パラメータを所定の利得で増
幅する再生増幅回路９３とを有している。
また、上記セットアップカード形成装置９０は、上記再生増幅回路９３からの撮像データ
及び撮像パラメータを分離しそれぞれ所定の利得で増幅して出力する増幅回路９４と、当
該セットアップカード形成装置９０全体の制御を行うシステムコントローラ９６と、撮像
パラメータの変更時に上記増幅回路９４及びシステムコントローラ９６を介して供給され
る撮像パラメータを一旦記憶するメモリ９７とを有している。
また、上記セットアップカード形成装置９０は、ユーザにより選択された撮像パラメータ
或いは値が変更された撮像パラメータを上記セットアップカードに記憶再生するセットア
ップカード記録再生部９８と、上記ビデオテープ９１の再生，撮像パラメータの変更等の
操作を行うための操作部９９とを有している。
また、上記セットアップカード形成装置９０は、上記増幅回路９４からの撮像データに、
上記システムコントローラ９６を介して供給される撮像パラメータを重畳して出力する重
畳回路９５と、例えばモニタ装置１０１等の外部機器に接続される外部出力端子１００と
を有している。
次に、このような構成を有する第２の実施例に係るセットアップカード形成装置９０の動
作説明をする。
まず、ビデオテープ９１から再生された撮像パラメータから所望の撮像パラメータを選択
して上記セットアップカードに記録する編集を行う場合、ユーザは、上記操作部９９によ
り該ビデオテープ９１の再生を指定する。
これにより、上記システムコントローラ９６は上記ビデオテープ９１から撮像データ及び
撮像パラメータの再生を行うように再生系を制御する。
上記ビデオテープ９１に記録された撮像データ及び撮像パラメータは、回転ヘッド９２に
より再生され再生増幅回路９３に供給される。上記再生増幅回路９３は、上記撮像データ
及び撮像パラメータをそれぞれ所定の利得で増幅し、これを増幅回路９４に供給する。
上記増幅回路９４は、上記撮像データ及び撮像パラメータを分離し、該撮像データを重畳
回路９５に供給し、該撮像パラメータをシステムコントローラ９６に供給する。
この場合、上記システムコントローラ９６は、上記撮像パラメータをそのまま重畳回路９
５に供給する。
上記重畳回路９５は、例えば上記撮像パラメータに応じた文字データが記憶されているキ
ャラクタジェネレータを有しており、上記システムコントローラ９６から撮像パラメータ
が供給されると、この撮像パラメータに応じた文字データを上記キャラクタジェネレータ
から読み出し、この文字データを上記撮像データに重畳して外部出力端子１００に供給す
る。
上記外部出力端子１００には、例えばモニタ装置１０１が接続されている。このため、上
記モニタ装置１０１には、上記撮像データに応じた画像及び上記撮像パラメータに応じた
文字や数値等が表示される。
ユーザは、上記モニタ装置１０１に表示される画像を見ながら所望の絵柄の画像或いは所
望の値の撮像パラメータを検索する。そして、気に入った絵柄の画像或いは所望の値の撮
像パラメータが表示されたときに、該気に入った絵柄の画像の撮像パラメータ或いは現在
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表示されている撮像パラメータを取り込むように操作部９９を操作する。
上記システムコントローラ９６は、上記操作部９９を通じて撮像パラメータの取り込みが
指定されると、現在再生中の撮像パラメータを記録するようにセットアップカード記録再
生部９８を制御する。
これにより、上記セットアップカード記録再生部９８において、現在再生中の撮像パラメ
ータを上記セットアップカードに記録することができる。
次に、上記ビデオテープ９１から再生された撮像パラメータを所望の値に変更して上記セ
ットアップカードに記録する編集を行う場合の動作説明をする。
この場合、ユーザは、上述と同様にしてビデオテープ９１から撮像データ及び撮像パラメ
ータの再生を行う。これにより、上記モニタ装置１０１に上記撮像データに応じた画像及
び撮像パラメータに応じて文字，数値等が表示される。
ユーザは、例えば上記モニタ装置１０１に表示される絵柄を見て、輪郭を強調したほうが
絵柄の改善を望めると判断した場合や、ガンマ補正のレベルを可変したほうが絵柄の改善
を望めると判断した場合等に、操作部９９を操作して撮像パラメータの変更を指定する。
上記システムコントローラ９６は、上記撮像パラメータの変更が指定されると、現在再生
中の撮像パラメータをメモリ９７に一旦記憶するように該メモリ９７を書き込み制御する
。
次にユーザは、例えば自分の経験等に基づいて上記操作部９９を操作して撮像パラメータ
の値の変更を行う。これにより、上記システムコントローラ９６は、上記操作部９９の操
作に応じた値の撮像パラメータを形成し、これを上記重畳回路９５に供給する。これによ
り、上記モニタ装置１０１には、上記操作部９９の操作に応じた値の撮像パラメータが表
示されることとなる。
ユーザは、上記モニタ装置１０１に表示される撮像パラメータの値が所望の値となったと
ころで、この撮像パラメータの取り込みを行うように操作部９９を操作する。
これにより、上記システムコントローラ９６は、上記メモリ９７から元の撮像パラメータ
を読み出し、この値を、上記ユーザにより変更された値に変更する。そして、この変更し
た撮像パラメータを記録するように上記セットアップカード記録再生部９８を制御する。
これにより、上記セットアップカードに、上記変更された撮像パラメータが記録されるこ
ととなる。
次に、上記セットアップカードに記録された撮像パラメータを所望の値に変更して該セッ
トアップカードに記録し直す編集を行う場合の動作説明をする。
この場合、ユーザは、上記操作部９９を操作してセットアップカードに記録されている撮
像パラメータの変更を指定する。
上記システムコントローラ９６は、上記セットアップカードに記録されている撮像パラメ
ータの変更が指定されると、該セットアップカードに記録されている撮像パラメータを再
生するように上記セットアップカード記録再生部９８を制御する。上記セットアップカー
ド記録再生部９８によりセットアップカードから再生された撮像パラメータは、上記シス
テムコントローラ９６に供給される。
上記システムコントローラ９６は、この再生された撮像パラメータを上記重畳回路９５及
び出力端子１００を介してモニタ装置１０１に供給するとともに、これを一旦記憶するよ
うにメモリ９７を書き込み制御する。これにより、上記モニタ装置１０１に、上記セット
アップカードから再生された撮像パラメータが表示されることとなる。
次にユーザは、例えば自分の経験等に基づいて上記操作部９９を操作して撮像パラメータ
の値の変更を行う。これにより、上記システムコントローラ９６は、上記操作部９９の操
作に応じた値の撮像パラメータを形成し、これを上記重畳回路９５を介してモニタ装置１
０１に供給する。これにより、上記モニタ装置１０１には、上記操作部９９の操作に応じ
た値の撮像パラメータが表示されることとなる。
ユーザは、上記モニタ装置１０１に表示される撮像パラメータの値が所望の値となったと
ころで、この撮像パラメータの取り込みを行うように操作部９９を操作する。
これにより、上記システムコントローラ９６は、上記メモリ９７から元の撮像パラメータ
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を読み出し、この値を、上記ユーザにより変更された値に変更する。そして、この変更し
た撮像パラメータを記録するように上記セットアップカード記録再生部９８を制御する。
これにより、上記セットアップカードに、上記変更された撮像パラメータが記録し直され
ることとなる。
このようにして当該第２の実施例に係るセットアップカード形成装置９０において形成さ
れたセットアップカードを、例えば図１に示すような第１の実施例に係るビデオカメラ装
置に装着することにより、上述のように上記システムコントローラ９により撮像系１の各
部が、セットアップカードに記録された撮像パラメータに応じて自動的に設定され、過去
の撮像条件と同じ撮像条件で撮像を行うことができる。
次に、本発明に係る編集システムは、上述の第１の実施例に係るビデオカメラ装置により
撮像された複数のビデオテープに基づいて編集を行う編集システムに適用することができ
る。
この第３の実施例に係る編集システムは、図４に示すように上述の第１の実施例に係るビ
デオカメラ装置により撮像を行うことにより撮像データとともに撮像パラメータが記録さ
れた１つ或いは複数のマスターテープ３４ａ～３４ｄから該撮像データ及び撮像パラメー
タの再生を行うマスタ側再生部３０と、上記マスタ側再生部３０から再生された撮像デー
タ及び撮像パラメータを、例えば１つのスレーブテープ４１に記録再生するスレーブ側記
録再生部３１とを有している。
また、上記編集システムは、上記マスターテープ３４ａ～３４ｄ或いはスレーブテープ４
１から再生された撮像データに応じた画像及び撮像パラメータを表示するモニタ装置３３
と、所望の撮像パラメータに応じて撮像データに所定のデータ処理を施すプロセッサ３２
と、当該編集システム全体の制御を行うシステムコントローラ４５とを有している。
また、上記編集システムは、上記撮像パラメータを一旦記憶するメモリ３８と、上述のビ
デオカメラ装置で形成されたセットアップカードに撮像パラメータの記録再生を行うセッ
トアップカード記録再生部３９と、上記撮像パラメータの変更等の操作を行う操作部４０
とを有している。
次に、このような構成を有する第２の実施例に係る編集システムの動作説明をする。
まず、上記マスターテープ３４ａ～３４ｄから再生された所望の画像の撮像パラメータを
基準にして、同じマスターテープ或いは他のマスターテープ（上記所望の画像の撮像デー
タ及び撮像パラメータが記録されているマスターテープ）から再生された撮像パラメータ
を変更し、この変更した撮像パラメータに応じて撮像データをデータ処理してスレーブテ
ープ４１に記録するような編集動作の説明をする。
この場合、ユーザは、上記操作部４０を操作して上記複数のマスターテープ３４ａ～３４
ｄの中から、基準となる撮像パラメータ（基準撮像パラメータ）が記録されている所望の
マスターテープを再生するように指定する。これにより、上記システムコントローラ４５
は、上記基準撮像パラメータが記録されているマスターテープを再生するように上記マス
タ側再生部３０を再生制御する。
上記所望のマスターテープに記録されている撮像パラメータ及び撮像データは、回転ヘッ
ド３５により再生され、再生増幅回路３６を介して信号増幅回路３７に供給される。上記
信号増幅回路３７は、上記撮像パラメータ及び撮像データを分離し、これらをプロセッサ
３２に供給する。
上記システムコントローラ４５は、上記プロセッサ３２に供給される撮像パラメータのう
ち、例えば一番最初に供給される撮像パラメータを基準撮像パラメータとして一旦記憶す
るように上記プロセッサ３２を介してメモリ３８を書き込み制御する。
次に、ユーザは、編集（いわゆる、ダビング）を行いたい撮像データが記録されている、
上記撮像パラメータの取り込みが行われた同じマスターテープ或いは別のマスターテープ
から該画像データの再生を行うように操作部４０を操作するとともに、上記スレーブ側記
録再生部３１が記録状態となるように該操作部４０を操作する。これにより、上記システ
ムコントローラ４５は、上記指定されたマスターテープの再生を行うように上記マスタ側
再生部３０を再生制御する。
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このように選択されたマスターテープに記録されている撮像データ及び撮像パラメータは
、上記回転ヘッド３５により再生され、再生増幅回路３６を介して信号増幅回路３７に供
給される。上記信号増幅回路３７は、上記撮像データ及び撮像パラメータを分離し、これ
らをプロセッサ３２に供給する。
上記プロセッサ３２の信号処理系は、例えば図５に示すような構成を有しており、上記マ
スターテープから再生された撮像データは、例えば輝度（Ｙ）データ及び２つの色差デー
タ（Ｒ－Ｙ，Ｂ－Ｙ）のかたちで、それぞれ入力端子５０ａ～５０ｃを介してＲＧＢ変換
回路５１に供給される。上記ＲＧＢ変換回路５１は、上記Ｙデータ，Ｒ－Ｙデータ，Ｂ－
Ｙデータを、赤色（Ｒ），緑色（Ｇ），青色（Ｂ）の三原色のＲデータ，Ｇデータ，Ｂデ
ータに変換し、これらをそれぞれ信号処理回路５２に供給する。
また、上記マスターテープから再生された撮像パラメータは、入力端子５７ａ及び入力イ
ンターフェース５８を介して信号処理制御回路５９に供給される。また、上記システムコ
ントローラ４５は、この時点で上記一旦記憶されいる基準撮像パラメータを読み出すよう
に該メモリ３８を読み出し制御する。このメモリ３８から読み出された撮像パラメータは
、入力端子６０ｂ及び入出力インターフェース６２を介して上記信号処理制御回路５９に
供給される。
上記信号処理制御回路５９は、図６に示すようにセレクタ６６及びデータ演算回路６７で
構成されている。
この場合、上記セレクタ６６は、上記入力インターフェース５８を介して供給される撮像
パラメータ及び入出力インターフェース６２を介して供給される基準撮像パラメータを、
以下に説明する信号処理回路５２のデータ処理に応じて選択し、これをデータ演算回路６
７に供給する。
上記データ演算回路６７は、上記マスターテープから再生された撮像パラメータに基づい
て、逆ニー制御データ，逆ガンマ補正データを形成し、上記基準撮像パラメータとマスタ
ーテープから再生された撮像パラメータとの差分に基づいてゲイン制御データ，リニアマ
トリクス制御データ，輪郭強調制御データ，黒バランス制御データを形成するとともに、
上記基準撮像パラメータに基づいてガンマ補正データ及びニー制御データを形成し、これ
らを各出力端子６８～７５を介して上記信号処理回路５２に供給する。
上記信号処理回路５２は、例えば図７に示すように逆ニー制御回路７８，逆ガンマ補正回
路７９，ゲイン制御回路８０，リニアマトリクス制御回路８１，エンハンス制御回路８２
，ペデスタルレベル制御回路８３，ガンマ補正回路８４及びニー制御回路８５で構成され
ている。上記各制御データは、それぞれ上記各制御回路７８～８５に供給されるようにな
っており、該各制御回路７８～８５は、制御データに応じて撮像データにデータ処理を施
す。
具体的には、上記マスターテープから再生される撮像データには、記録の際にガンマ補正
等の非線形処理が施されて記録されている。このため、この撮像データにデータ処理を施
すには、該撮像データに逆非線形処理を施してもとのデータに戻してデータ処理を施し、
新たにガンマ補正等の非線形処理を施して出力する必要がある。
このため、上記逆ニー制御回路７８は、入力端子７７ａ～７７ｃを介して供給される上記
Ｒ，Ｇ，Ｂの各データに対して、入力端子６８を介して供給される上記逆ニー制御データ
に応じた逆ニー制御を施し、これを逆ガンマ補正回路７９に供給する。
上記逆ガンマ補正回路７９は、上記逆ニー制御の施された各データに対して、入力端子６
９を介して供給される上記逆ガンマ補正データに応じた逆ガンマ補正処理を施し、これら
をゲイン制御回路８０に供給する。
上記ゲイン制御回路８０は、上記逆ガンマ補正処理の施された各データに対して、入力端
子７０を介して供給される上記ゲイン制御データに応じたゲイン制御処理を施し、これら
をリニアマトリクス制御回路８１に供給する。
上記リニアマトリクス制御回路８１は、上記ゲイン制御処理の施された各データに対して
、入力端子７１を介して供給される上記リニアマトリクス制御データに応じたリニアマト
リクス処理を施し、これらをエンハンス制御回路８２に供給する。
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上記エンハンス制御回路８２は、上記リニアマトリクス処理の施された各データに対して
、入力端子７２を介して供給される上記輪郭強調制御データに応じた輪郭強調処理を施し
、これらをペデスタルレベル制御回路８３に供給する。
上記ペデスタルレベル制御回路８３は、上記輪郭強調処理の施された各データに対して、
入力端子７３を介して供給される上記黒バランス制御データに応じた黒バランス制御処理
を施し、これらをガンマ補正回路８４に供給する。
上記ガンマ補正回路８４は、上記黒バランス制御処理の施された各データに対して、入力
端子７４を介して供給される上記ガンマ補正データに応じたガンマ補正処理を施し、これ
らをニー制御回路８５に供給する。
上記ニー制御回路８５は、上記ガンマ補正処理の施された各データに対して、入力端子７
５を介して供給される上記ニー制御データに応じたニー制御処理を施し、これらを各出力
端子８６ａ～８６ｃを介して図５に示すコンポーネント変換回路５３に供給する。
上記信号処理回路５２は、このように上記マスターテープから再生された撮像データに対
して、上記基準撮像パラメータに応じた非線形処理及び線形処理を施して、該基準撮像パ
ラメータに応じた絵柄の再生画像を得ることができる撮像データを形成する。
上記コンポーネント変換回路５３は、上記信号処理回路５２によりデータ処理されたＲ，
Ｇ，Ｂの各データを上記Ｙデータ，Ｒ－Ｙデータ，Ｂ－Ｙデータのかたちに戻し、これら
をエンコーダ５４に供給するとともに、各出力端子５６ａ～５６ｃを介して上記スレーブ
側記録再生部３１に供給する。
上記エンコーダ５４は、上記Ｙデータ，Ｒ－Ｙデータ，Ｂ－Ｙデータに表示用のエンコー
ド処理を施しこれを出力端子５５を介して上記図４に示すモニタ装置３３に供給する。こ
れにより、上記基準撮像パラメータに基づいてデータ処理された、上記マスターテープか
ら再生された撮像データに応じた画像を上記モニタ装置３３に表示することができる。従
って、ユーザは、上記変更された再生画像を見ることより、所望の変更がなされているか
否かを確認することができる。
上記スレーブ側記憶再生部３１に供給された上記撮像データは、増幅回路４４に供給され
る。この際、上記プロセッサ３２は、上記撮像データをデータ処理するのに用いた撮像パ
ラメータ（上記基準撮像パラメータ）を上記増幅回路４４に供給する。上記増幅回路４４
は、上記撮像データに撮像パラメータを重畳し、これを記録再生用増幅回路４３を介して
回転ヘッド４２に供給する。上記回転ヘッド４２は、上記撮像データ及び撮像パラメータ
をスレーブテープ４１に記録する。
これにより、上記基準撮像パラメータに応じて変更された撮像データをスレーブテープ４
１に記録することができる。
このように、マスターテープ３４ａ～３４ｄから再生された撮像パラメータの中から、例
えば一番最初に再生された撮像パラメータを基準撮像パラメータとし、この基準撮像パラ
メータに応じたデータ処理を、マスターテープ３４ａ～３４ｄから再生された撮像データ
に施してスレーブテープ４１に記録することにより、例えば一方のマスターテープに記録
されていた撮像データの絵柄に、他方のマスターテープに記録されていた撮像データの絵
柄を合わせて上記スレーブテープ４１に記録することができる。或いは、同じマスターテ
ープに記録されている２つの撮像データの絵柄を合わせて上記スレーブテープ４１に記録
することができる。
このため、上記スレーブテープ４１に記録される撮像データの絵柄を上記基準撮像パラメ
ータに応じた画像となるように統一して編集することができる。従って、例えば編集によ
る画像と画像との境目の前後において絵柄が異なるような不都合を防止することができる
。
特に放送業務においては、視聴者に違和感を抱かせないためにも、このような絵柄の統一
が必要であるが、当該編集システムは、このように絵柄を統一した編集を行うことができ
るため、絵柄の不統一に係る不都合を防止することができる。
次に、スレーブテープ４１に記録された撮像パラメータを基準にして上記マスターテープ
３４ａ～３４ｄから再生された撮像パラメータを変更し、この変更した撮像パラメータに
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基づいて、上記マスターテープ３４ａ～３４ｄから再生された撮像データにデータ処理を
施して上記スレーブテープ４１に記録し直すような編集動作の説明をする。
この場合、ユーザは、上記操作部４０を操作して上記スレーブ側記録再生部３１を再生状
態とする。これにより、上記スレーブテープ４１に記録されている撮像データ及び撮像パ
ラメータが回転ヘッド４２により再生され、記録再生用増幅回路４３を介して増幅回路４
４に供給される。
上記増幅回路４４は、上記撮像データ及び撮像パラメータを分離し、これらを上記プロセ
ッサ３２に供給する。
上記システムコントローラ４５は、上記プロセッサ３２に撮像パラメータが供給されと、
これを基準撮像パラメータとして一旦記憶するようにメモリ３８を書き込み制御する。
次にユーザは、上記複数のマスターテープ３４ａ～３４ｄの中から所望のマスターテープ
を再生するように上記操作部４０を操作する。これにより、上記所望のマスターテープか
ら撮像データ及び撮像パラメータが再生され上記プロセッサ３２に供給される。
上述のように、上記撮像データは図５に示す各入力端子５０ａ～５０ｃを介してＲＧＢ変
換回路５１に供給され、Ｒ，Ｇ，Ｂの各データに変換されて信号処理回路５２に供給され
る。また、上記撮像パラメータは、入力端子５７ｂ及び入力インターフェース５８を介し
て信号処理制御回路５９に供給される。また、上記メモリ３８に記憶された基準撮像パラ
メータは、入力端子６０ｂを介して入出力インターフェース６２を介して上記信号処理制
御回路５９に供給される。上記信号処理制御回路５９は、上記マスターテープから再生さ
れた撮像パラメータ及び上記基準撮像パラメータに基づいて上記ガンマ補正データはニー
制御データ等を形成し、これらを上記信号処理回路５２に供給する。
上記信号処理回路５２は、上記ガンマ補正データやニー制御データ等に基づいて、上記Ｒ
ＧＢの各データにデータ処理を施し、これをコンポーネント変換回路５３に供給する。上
記コンポーネント変換回路５３は、上記各データをＹデータ，Ｒ－Ｙデータ，Ｂ－Ｙデー
タのかたちに変換し、これらを出力端子５６ａ～５６ｃを介して上記スレーブ側記録再生
部３１に供給するとともに、エンコーダ５４及び出力端子５５を介して上記モニタ装置３
３に供給する。
上記システムコントローラ４５は、このようなデータ処理が終了すると、上記スレーブ側
記録再生部３１を記録状態に制御する。
これにより、上記モニタ装置３３に上記基準撮像パラメータに応じてデータ処理された撮
像データに応じた画像が表示されるとともに、上記スレーブ側記録再生部３１により上記
スレーブテープ４１に上記データ処理された撮像データが記録されることとなる。
従って、上記マスターテープ３４ａ～３４ｄから再生された撮像データの画像の絵柄を、
上記スレーブテープ４１に記録されていた所望の画像の撮像パラメータに応じた絵柄に統
一して該スレーブテープ４１に記録することができる。
次に、当該編集システムは、上述の第１の実施例に係るビデオカメラ装置或いは第２の実
施例に係るセットアップカード形成装置において所望の撮像パラメータを記録することに
より形成されたセットアップカードを用いて編集を行うこともできる。
すなわち、当該編集システムは、上記セットアップカードが装着可能なセットアップカー
ド記録再生部３９を有している。
ユーザは、上記セットアップカードを装着後に、該セットアップカードに記録された撮像
パラメータが読み出されるように上記操作部４０を操作する。これにより、上記システム
コントローラ４５が、上記セットアップカードに記録されている撮像パラメータを読み出
すように上記セットアップカード記録再生部３９を読み出し制御する。上記セットアップ
カード記録再生部３９により読み出された撮像パラメータは、図５に示す入出力端子６０
ｂ，入出力インターフェース６１を介して信号処理制御回路５９に供給される。
また、上記システムコントローラ４５は、上記セットアップカード記録再生部３９により
読み出された撮像パラメータを基準撮像パラメータとして一旦記憶するように上記メモリ
３８を書き込み制御する。
次に、ユーザは、上記マスタ側再生部３０において、所望のマスターテープ３４ａ～３４
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ｄから所望の撮像データが再生されるように上記操作部４０を操作するとともに、スレー
ブ側記録再生部３１が記録状態となるように該操作部４０を操作する。
これにより、上記システムコントローラ４５は、上記選択されたマスターテープから撮像
データ及び撮像パラメータを再生するとともに、上記メモリ３８から基準撮像パラメータ
を読み出す。上記マスターテープから再生された撮像データ及び撮像パラメータは、それ
ぞれプロセッサ３２に供給される。
上記プロセッサ３２は、上記マスターテープから再生された撮像パラメータ及び上記メモ
リ３８から読み出された基準撮像パラメータに基づいて、上記撮像データに上述のデータ
処理を施し、これを上記基準撮像パラメータとともにスレーブ側記録再生部３１に供給す
る。
これにより、上記スレーブ側記録再生部３１において、上記セットアップカードから再生
された基準撮像パラメータに基づいてデータ処理された撮像データを記録することができ
る。従って、上記スレーブテープ４１に記録される撮像データの再生画像の絵柄を、上記
セットアップカードから再生された基準撮像パラメータに応じた絵柄に統一することがで
きる。
ここで、当該編集システムは、上記セットアップカードから撮像パラメータを読み出すだ
けではなく、所望の撮像パラメータを上記セットアップカードに記録することもできる。
この場合は、ユーザは、マスターテープ３４ａ～３４ｄ或いはスレーブテープ４１から再
生された画像で、例えば気に入った画像があった場合、この画像に対応する撮像パラメー
タを記録するように上記操作部４０を操作する。これにより、上記システムコントローラ
４５は、上記撮像パラメータを図５に示す入出力インターフェース６１及び入出力端子６
０ａを介して図４に示すセットアップカード記録再生部３９に供給する。上記セットアッ
プカード記録再生部３９は、上記システムコントローラ４５より供給された撮像パラメー
タを上記セットアップカードに記録する。
これにより、上記所望の撮像パラメータをセットアップカードに記録して、ユーザ独自の
オリジナルカードを形成することができる。
次に、このようにマスターテープ３４ａ～３４ｄ，スレーブテープ４１或いはセットアッ
プカードから再生された基準撮像パラメータに基づいて撮像データのデータ処理を行って
もよいが、例えば所望の撮像パラメータが無かった場合、或いは、所望の撮像パラメータ
には近い値ではあるが、この値に適宜変更を加えたい場合等がある。
このような場合に、当該編集システムは、上記操作部４０を操作して撮像パラメータの変
更ができるようになっている。
すなわち、ユーザは、まず、上記マスターテープ３４ａ～３４ｄ，スレーブテープ４１或
いはセットアップカードから再生された変更しようとする撮像パラメータを表示するよう
に操作部４０を操作する。これにより、上記システムコントローラ４５は、上記マスター
テープ３４ａ～３４ｄ，スレーブテープ４１或いはセットアップカードから再生された撮
像パラメータをモニタ装置３３に表示するようにプロセッサ３２を制御する。
次に、ユーザは、変更しようとする値に応じて上記操作部４０を操作する。これにより、
ユーザの操作に応じて撮像パラメータの新たな値を示す変更データが上記操作部４０から
出力される。この変更データは、上記図５に示す入力端子６３及び入力インターフェース
６４を介して信号処理制御回路５９に供給される。
上記信号処理制御回路５９には、上記入力端子５７ａ，入力インターフェース５８を介し
て上記マスターテープ３４ａ～３４ｄから再生された撮像パラメータが、上記入力端子５
７ｂ，入力インターフェース５８を介して上記スレーブテープ４１から再生された撮像パ
ラメータが、或いは、入出力端子６０ａ，入出力インターフェース６１を介してセットア
ップカードから再生された撮像パラメータが供給されている。上記信号処理制御回路５９
は、上記変更データが供給されると、上記各撮像パラメータの代わりに上記変更データを
選択し、これを上記エンコーダ５４を介してモニタ装置に供給する。
これにより、上記モニタ装置３３に表示されていた撮像パラメータの値が、上記変更デー
タに応じた値に可変表示される。また、上記プロセッサ３２は、上記撮像パラメータが変
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更される毎に、該変更された撮像パラメータに基づいて撮像データのデータ処理を行い、
これをモニタ装置３３に供給する。これにより、ユーザは、上記変更した値の撮像パラメ
ータを確認することができるとともに、該変更した値の撮像パラメータによりデータ処理
された撮像データに対応する絵柄の画像をも確認することができる。
ユーザは、このようにして上記モニタ装置３３に表示される撮像パラメータを可変操作し
、該撮像パラメータが所望の値となったときに、上記操作部４０を操作して上記変更した
撮像パラメータの記録先を指定する。この記録先の指定は、例えばスレーブテープ４１、
或いは、セットアップカード等のように行われる。
上記システムコントローラ４５は、上記変更された撮像パラメータを一旦メモリ３８に記
憶し、上記記録先が指定されたときに、該メモリ３８に記憶した撮像パラメータを読み出
して該記録先に供給する。
これにより、上記変更された撮像パラメータが、上記スレーブテープ４１或いはセットア
ップカードに記録されることとなり、この変更された撮像パラメータを用いて上述の編集
作業を行うことができる。
このような撮像パラメータの変更作業は、例えばユーザが上記モニタ装置３３に表示され
る画像或いは撮像パラメータを見て、この撮像パラメータを基準撮像パラメータとして編
集作業を行うと所望の絵柄の画像が得られないと判断した場合等に、ユーザの経験等に基
づいて行われる。特に、放送業務においては、撮像パラメータを微妙に変更してよりよい
画像を形成したり、該撮像パラメータを大きく変更して異なるイメージを与える画像を形
成する場合がある。また、絵柄を変更するためには、撮像のやり直しを行う以外に方法は
ない。
しかし、このような場合に、当該編集システムは、撮像のやり直し等をすることなく、上
記撮像パラメータを変更するだけで所望の画像を形成することができる。従って、当該編
集システムの利便性の向上を図ることができる。
最後に、上記第１の実施例に係るビデオカメラ装置は、ＣＣＤイメージセンサ４を用いて
撮像を行うこととしたが、これは、撮像管を用いて撮像を行うようにしてもよい。
また、上記各実施例の説明では、撮像パラメータ及び撮像データを記録媒体にデジタル記
録することとしたが、これは、アナログ記録するようにしてもよい。
また、上記各実施例の説明では、撮像パラメータが書き込まれる撮像パラメータ記録媒体
としてセットアップカードを用いることとしたが、これは、磁気テープ、光ディスク（い
わゆるコンパクトディスク，光磁気ディスク）、半導体メモリ等を用いるようにしてもよ
い。
また、上記撮像信号及び撮像パラメータを磁気テープであるビデオテープ１７に記録する
こととしたが、これは、光ディスク（いわゆるコンパクトディスク，光磁気ディスク）や
半導体メモリ等に記録するようにしてもよい。
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【 図 ５ 】 【 図 ６ 】

【 図 ７ 】
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