
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　

【請求項２】
　

【請求項３】
　

【請求項４】
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記録媒体に記録された映像データを再生する映像再生手段と、
　前記映像データの複数の部分とその部分の再生の順番を指定する再生プログラムを生成
するプログラム生成手段と、
　前記プログラム生成手段で生成された再生プログラムを前記記録媒体に複数記録するプ
ログラム記録手段と、
　前記映像再生手段は前記記録媒体に記録された複数の再生プログラムの一つに従って前
記映像データの前記複数の部分を順次再生することを特徴とする画像編集装置。

前記映像データの複数の部分及びその部分の再生の順番を所望により指定する選択手段
を更に有することを特徴とする請求項 1に記載の画像編集装置。

前記記録媒体は、ランダムアクセス可能な映像記録ディスクであることを特徴とする請
求項１又は請求項２に記載の画像編集装置。

　前記映像データの複数の部分のそれぞれについて、各部分の全てを順次再生する通常再
生モード又は前記映像データの複数の部分のそれぞれについて、各部分の所定の一部分の
みを順次再生する短縮再生モードを指定する再生モード指定手段とを更に有し、

前記映像再生手段は、前記プログラム選択手段で選択された再生プログラムに従って前



【請求項５】

【請求項６】
　

【請求項７】

【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、動画および静止画を見やすいように編集する画像編集装置に関し、例えば、ラ
ンダムアクセス可能なディスクを記録媒体とする画像編集装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】
従来、例えば、光ディスクを用いたビデオ情報等の動画像の読み出しの時間を短縮する方
法が提案されている。
また、複数の映像部分を合成するための編集機や、１台の再生機の出力を多数の記録機に
よって多数の記録媒体にコピーするための複写記録装置またはダビング装置についても提
案されている。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、例えば２つの映像を合成する場合は、１台の記録再生機では行えないため
に少なくとも２台の記録再生機または編集装置を用いて行うほかなかった。また、基本的
にいったん記録された映像の再生順は編集をしなければ変えられないが、そのためには、
所望する画像を原画からコピーする必要があった。
そのために、画像編集した結果の画像は、コピーを含むダビング処理等により画質自体が
劣化する傾向にあると共に、それを記録するための媒体は原画が記録されたものとは異な
る記録媒体として必要であるため、費用や運用管理上においても種々の不具合があった。
【０００４】
　そこで本発明の目的は、再生したい画像の範囲とその順番を決めただけで、記録されて
いる原画の入替えやダビングをすることなく編集が可能
な画像編集装置を提供することにある。
【０００５】
【課題を解決するための手段】
　本発明は、上記課題を解決し目的を達成するために、次のような手段を講じている。
［１］
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記映像データの前記複数の部分を、前記再生モード指定手段により指定されたモードに応
じて、通常再生又は短縮再生することを特徴とする請求項１乃至請求項３の何れか一項に
記載の画像編集装置。

　前記短縮再生モードにおいて、
前記映像データの前記複数の部分の各部分の再生時間を決定する再生時間決定手段を更に
有し、
　前記再生時間決定手段は、
前記各部分の再生時間の長さに比例して、それぞれの部分の短縮再生モードにおける再生
時間を決定する、
ことを特徴とする請求項４に記載の画像編集装置。

前記短縮再生モードで再生する時間を指示する再生時間指示手段を更に有し、
　前記再生時間決定手段は、前記短縮モードによる前記映像データの前記複数の部分の再
生時間の合計が、前記再生時間指示手段により指示された時間となるように前記各部分を
再生する時間を決定する、
ことを特徴とする請求項５に記載の画像編集装置。

　前記記録媒体に記録された前記映像データのうち、前記選択手段により選択されなかっ
た部分に相当する映像データは、前記記録媒体より削除されることを特徴とする請求項１
に記載の画像編集装置。

で、編集結果を短時間で確認可能

記録媒体に記録された映像データを再生する映像再生手段と、前記映像データの複



こと
を特徴とする画像編集装置を提供する。
【０００６】
　［２］

ことを特徴とする 画像編集装置を提供する。
［３］ ことを特徴とす
る［１］または［２］に記載の画像編集装置を提供する。

【０００７】
【発明の実施の形態】
以下には本発明の複数の実施形態を列挙し、関連する図面を参照しながら本発明の要旨を
説明する。
（第１実施形態）
まず、第１実施形態に係わる画像編集装置について、図１～図６を用い説明する。図１に
は、ある記録媒体に記録された動画および静止画の記録格納されている状態を模式的に示
している。図中のＡ～Ｉで示す領域が動画が記録された動画記録エリアであり、ａ～ｌで
示す領域が静止画が記録された静止画エリアである。この例では、ある動画を領域Ｂに記
録中に関連する静止画ａが同時に記録されたことを示している。具体的には、この領域Ｂ
に在る例えば運動会のシーンが物理的に記録されており、その中でこの運動会の静止画ａ
が部分的に記録されていると考えてもよい。つまり、同一の記録媒体中にランダムに動画
と静止画が混在して記録されている。
【０００８】
また、この記録媒体の所定の場所には、図示のような記録領域の、例えば、先頭のエリア
に記録されたシーンに係わる再生順や記録位置等の情報（例えば、後述の「タイムコード
」および「アドレス」）を後述する所定の規定に従って作られた「再生プログラム」１０
として記録できる「再生プログラム記録エリア」が設けられている。
【０００９】
図２は、前述の図１が示す編集記録の方式で再生する順番を示しており、見たいシーン、
即ち、編集対象のシーンを「シーン画像番号」という順番１～９に従って再生した場合を
例示している。
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数の部分とその部分の再生の順番を指定する再生プログラムを生成するプログラム生成手
段と、前記プログラム生成手段で生成された再生プログラムを前記記録媒体に複数記録す
ることが可能なプログラム記録手段と、前記映像再生手段は前記記録媒体に記録された複
数の再生プログラムの一つに従って前記映像データの前記複数の部分を順次再生する

前記映像データの複数の部分及びその部分の再生の順番を所望により指定する選
択手段を更に有する ［１］に記載の

前記記録媒体は、ランダムアクセス可能な映像記録ディスクである

［４］前記映像データの複数の部分のそれぞれについて、各部分の全てを順次再生する通
常再生モード又は前記映像データの複数の部分のそれぞれについて、各部分の所定の一部
分のみを順次再生する短縮再生モードを指定する再生モード指定手段とを更に有し、前記
映像再生手段は、前記プログラム選択手段で選択された再生プログラムに従って前記映像
データの前記複数の部分を、前記再生モード指定手段により指定されたモードに応じて、
通常再生又は短縮再生することを特徴とする［１］乃至［３］の何れか一項に記載の画像
編集装置を提供する。
［５］前記短縮再生モードにおいて、前記映像データの前記複数の部分の各部分の再生時
間を決定する再生時間決定手段を更に有し、前記再生時間決定手段は、前記各部分の再生
時間の長さに比例して、それぞれの部分の短縮再生モードにおける再生時間を決定するこ
とを特徴とする［４］記載の画像編集装置を提供する。
［６］前記短縮再生モードで再生する時間を指示する再生時間指示手段を更に有し、前記
再生時間決定手段は、前記短縮モードによる前記映像データの前記複数の部分の再生時間
の合計が、前記再生時間指示手段により指示された時間となるように前記各部分を再生す
る時間を決定することを特徴とする［５］記載の画像編集装置を提供する。
［７］前記記録媒体に記録された前記映像データのうち、前記選択手段により選択されな
かった部分に相当する映像データは、前記記録媒体より削除されることを特徴とする［１
］記載の画像編集装置を提供する。



【００１０】
図示の番号は見たい順番に昇順であるとすると、ユーザーは見たい順にシーン画像番号の
１～９を本発明の画像編集装置の所定の手段を用いて決定する。各シーンの対応する画像
情報がその記録媒体上のどこに記録されているかを表す位置的な記録エリア（即ち、番地
）に関する情報としての「アドレス」が、その映像記録に関する時間または時刻情報とし
ての「タイムコード」と共に設定され記録される。また、その記録媒体上に元々付加され
ているか又はその記録再生機によっては使用する記録媒体自体にそれ専用の記録エリアが
設けられていれば、そこに記録されてもよい。何れの形態にしても、該当するタイムコー
ドやアドレスに基づいたユーザーが見たいシーンの順番１～９に対応する、当該記録媒体
上の物理的な位置情報、時間情報および再生順番をその記録再生機側で記憶しておく。
【００１１】
このような編集記録方式の効果としては、例えば、ユーザーが次に再生する場合は、既に
記憶された見たいシーンに関するタイムコードおよびアドレスに基づいて、記録再生装置
側は、所望するシーンを所望する再生順で再生することができる。よって、同一記録媒体
中に存在してもユーザーが見たくないシーンを実質的に削除した無駄のない再生動作が可
能となる。
【００１２】
また、記憶されたタイムコードとアドレスは、記録媒体の一部、即ち、所定エリアに、再
生順と画像記録エリアの情報を記録できるような再生プログラム記録エリアが設けられて
いるので、この再生プログラム記録エリアに所望する「再生パターン」即ち、再生したい
シーンと順番を記録しておくことで、見たい時にいつも、見たいシーンを所望の順序で見
ることができるようになる。
【００１３】
よって、一度、この再生プログラムが記録されていれば、その後は所望によって優先的に
いわゆる「プログラム再生」することもできる。
図３には図２で示された編集画像の再生順の進行イメージを模式的に示し、図４（ａ）～
（ｃ）には再生順のその他の再生パターンを示している。
【００１４】
いわゆる、編集時の「編集モード」または、再生時の「再生モード」として、見たい動画
と静止画が選択された後においては、再生パターンとして例えば、動画再生した後に静止
画を再生するか、またはその逆に、静止画の再生の後に動画再生するの何れかで行なう。
このようなモードで再生することにより、ユーザーは、静止画を「アルバム的」に見れる
。
【００１５】
通常、ユーザーは図３に示すように動画と静止画を混在して再生することも多いが、図４
（ａ）のように、動画を見た後に、印象的なシーンを静止画を再生する場合も多い。また
、図４（ｂ）に示すように、記録された動画よりも静止画の方を先に見ておけば、その動
画の内容があらかじめすばやく概略的に見れるので迅速にその概要が理解しやすい。また
更に、図４（ｃ）に示すように、静止画を所望により「マルチ画面」で一画面で表示出力
することも有効であり、このような運用面の出力に対応するようなパターンに編集するこ
とも可能である。
【００１６】
よって、この編集方式は上述のような様々な再生の形態においても好適に使用できる編集
記録の方式であることがわかる。
そこで図５に、本発明の第１実施形態に係わる画像編集装置の構成をブロック図で示す。
本発明の画像編集装置は、記録媒体に対する記録・再生を行う装置があり、主に次のよう
な構成要素で構成されている。
【００１７】
主に、記録媒体に記録するための部分と、記録媒体から再生するための部分およびユーザ
ーが編集を含む記録再生のための指示を入力するための操作部分で構成されている。詳し
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くは、ランダムアクセスが可能で、映像データを光学的に記録可能な円盤状のディスクで
ある処の記録媒体１１と、この記録媒体を回転駆動する記録媒体駆動手段１４と、この記
録媒体に所望の情報を記録書込みする記録系回路１５と、この記録媒体から所望の情報を
読み取って再生する再生系回路１６と、後述の再生プログラムを実行してこの装置全体を
制御するＣＰＵを中枢とする制御手段１２と、記録媒体に記録された再生シーンとその順
番を規定するための所定情報から成る再生プログラムを一時記録するメモリ再生プログラ
ム用記憶手段１７と、操作者が例えば、キーボードまたはマウス等により操作して指示す
ることのできる操作手段１３と、編集された映像イメージを見るための表示出力手段１８
と、から構成されている。
【００１８】
再生プログラムの記録媒体への記録およびその再生はそれぞれ、記録系回路１５と再生系
回路１６で行われる。よって、実際の運用においては、この再生プログラムに従って、再
生系回路１６が順次に当該記録媒体から所定の映像を読み取り、所定の順に記録媒体中を
ランダムアクセスしながらリアルタイムに表示出力手段１８上に再生表示が行われる。
【００１９】
なお、再生プログラム記録エリアは、１つに限らず数種の再生プログラムが識別可能に記
録できるように構成してもよく、このようにすれば、所望する用途によって再生パターン
を使い分けできるので、運用上、更に便利になる。
【００２０】
図６には、本第１実施形態の画像編集装置に係わる処理手順をフローチャートで示してい
る。
本発明の画像編集装置は、機能動作として少なくとも「編集モード」および「再生モード
」の２つのモードを有している。よって、編集された画像を表示出力手段１８に出力表示
することでモニタ再生ができる。
【００２１】
図６中のＡに示すように「編集モード」においては次のような動作手順が行われる。まず
ステップＳ１１においては、記録媒体中に記録されている映像データを再生系回路１６で
再生し、表示出力手段１８上に表示する。
【００２２】
操作者は、上記の表示を見ながら画像編集作業（即ち、再生プログラムの作成）を行う。
つまり、当該記録媒体に記録された映像データ（参照、図１）の中から、見たいシーンの
エリア（例えば、記録媒体上での位置、そのシーンの長さ等）を選択し、また、選択され
たシーンを再生する順を決定して操作部より選択指定を行う（Ｓ１１）（参照、図２）。
なお、上記の再生プログラムは、見たいシーンのエリアに対応する記録媒体に予め付加さ
れている所定形式の「タイムコード」または「アドレス」を識別情報として利用する。
【００２３】
以上により作成された再生プログラムは、画像編集装置内の再生プログラム用記憶手段１
７に一時記憶され（Ｓ１２）、その後、記録媒体１１に予め設けられた記録エリアに記録
される（Ｓ１３）。
【００２４】
ここで、モードのチェックを行い（Ｓ１４）、前述の「編集モード」を再度繰り返したい
場合はステップＳ１１に戻る。
一方、終了したい場合は強制終了し、「再生モード」を選択された場合は、次のような動
作手順で行われる（図６中のＢ）。
【００２５】
再生プログラムを記録媒体から読み出す（Ｓ１６）。ただしこの場合、前述の編集モード
からすぐにこの再生モードに進んだ場合は、上記の再生プログラム用記憶手段１７からプ
ログラムを読み出してよいが、一度、ある記録媒体１１を当該画像編集装置からイジェク
ト（即ち、排出）し、その後、別な記録媒体１１を再度、この画像編集装置に挿入した場
合には、この記録媒体１１上の所定の記録エリアから直接的にプログラム読出しを行う。
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【００２６】
上記の再生プログラムに従い、記録媒体駆動手段を駆使して編集された順番（参照、図３
）に表示出力手段１８上に映像データを表示していく（Ｓ１７）。この場合、例えば、操
作者の選択によっては、はじめに動画のみを再生し、その後に静止画を再生するようにし
てもよいし（参照、図４（ａ））、その反対に、はじめに静止画のみを再生し、その後に
動画を再生するようにしてもよい（参照、図４（ｂ））。また、上記の再生動作に先立っ
て、複数の静止画を表示出力手段１８の一画面上に同時に表示するいわゆる「マルチ画面
表示」を行ってもよい（参照、図４（ｃ））。
【００２７】
（作用効果１）
以上、本第１実施形態の画像編集装置によれば次のような効果が得られる。
まず、記録媒体１１中の映像データを物理的にその記録場所を移動させるようなコピーを
伴う書換え作業を行う必要が無い。その結果、安全でかつ短時間に画像編集を行えると共
に、例え記録方式がアナログであっても画質の劣化が無い映像を提供することができる。
【００２８】
また、図４（ｂ）、（ｃ）に示した順番にも再生できるので、ある動画の内容や記録媒体
に記録された映像全体の内容を概略的に理解できるので、迅速な画像検索にも使える。さ
らに、画像編集装置本体に表示出力手段１８を設けたので、編集映像の素早い再生が直接
行える。
【００２９】
また、見る順番を変えた再生プログラムを同一の記録媒体中に複数記録できるので、同一
画像データでも種々の画像編集が可能となる。
（第２実施形態）
本発明の画像編集装置に係わる第２実施形態について、図７および図８を用いて説明する
。
【００３０】
図７に示すように、動画・静止画が記録媒体中に第１実施形態と同様な形式で記録されて
いる。さらに、記録媒体の例えば後部に在る「空き」エリアには、他の記録媒体等より所
望のタイトル用の画像を記録したり、自分で作った所望のタイトルを記録できる。具体的
には、画像としては画像のバックに同一色でタイトル文字が入った家族旅行を示す静止画
（参照、図８のａ，ａ’）や、アニメを動画的に入れた家族旅行の動画（参照、図８のｂ
）が記録されている。
【００３１】
次に見たいシーンの映像を第１実施形態と同様に決定したとすると、そこに、別途に記録
したタイトル用の静止画を用いて合成した動画１の場合、記録媒体中の再生プログラム記
録エリアに、例えばこの動画１と静止画ａ，およびａ′を合成するように画像編集装置の
操作部から再生プログラムして記録する。
【００３２】
再生時には、この再生プログラム記録エリアにアクセスしてそのプログラムされた内容を
読み出し、その内容に基づいて動画１に静止画ａ，ａ′の画像をある一定時間（例えば、
１静止画に対し１～２秒程度）合成して再生するようにすることで、あたかも、既に別途
な記録媒体中に編集された如くの映像（即ち、見たい順のシーンと、合成された画像等）
が再生時に簡単に作成されたいわゆる「合成再生」画像を表示出力することができる。
【００３３】
なお、この合成再生の方法については、例えば、静止画ａを読み出した後に一定の色を従
来の手法でぬき取り、タイトル文字のみを画像データとしてメモリに記憶し、動画１の映
像の１コマ（例えば、１／６０の映像）毎にメモリした映像と合成して再生出力する。同
様にして、タイトル用の動画ｂにおいても、１／６０毎の動画１に対してタイトル用動画
の１／６０毎の映像を合成することにより可能となる。
【００３４】
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また、別の再生方法としては、静止画ａ，ａ′を一定時間合成無しで再生し、それから所
望する映像１～５までを順次再生するようにプログラムしてもよい。図８中の動画ｂも同
様にして、記録媒体中の合成用エリアに合成したい比較的短い動画を記録しておき、見た
い時に合成再生を行ってもよい。
【００３５】
図９には、本発明に係わる第２実施形態の画像編集装置の構成をブロック図で示している
。
本実施形態として使用する記録媒体１１としては、ランダムアクセスが可能で映像データ
を光学的に記録可能な、例えば、デジタルビデオディスク（以下、ＤＶＤ (Digital Video
 Disc)と略称する）を採用しているので、ランダムにしかも高精細な複数の動画および静
止画をデジタル記録できる。
【００３６】
また、前述の第１実施形態と同様に、制御手段１２と、操作手段１３と、記録媒体駆動手
段１４と、記録系回路１５と、再生系回路１６と、再生プログラム用記憶手段１７とを備
えている。また、編集再生のためのモニタ１８を備えている。この第２実施形態としては
さらに、タイトル文字が入った静止画やアニメの動画などを取り込む機器として、当画像
編集装置に着脱自在に接続された別再生装置２１と、この別再生装置２１で再生・入力さ
れた合成再生のための編集用画像を一時記憶するためのタイトル画像用または画像記録用
メモリ１９と、画像の合成処理を制御するための画像合成回路２０とを有している。
【００３７】
なお、上記の別再生装置２１は、タイトル文字だけを使うのならば、キーボードでもよい
。また、再生機能を持っている電子カメラ、スキャナまたはパーソナルコンピュータなど
であってもよい。
【００３８】
また、ＤＶＤは、ランダムなアクセスがリアルタイムで迅速にできるので、再生したいシ
ーンの順番をランダムにすばやくできる。その結果、合成再生にかかるアクセス時間は実
質的に瞬時に行われるので採用されている。しかし、アクセス動作やアクセスタイムをユ
ーザーに意識させることのないような同等またはそれ以上の性能の記録媒体やその記録再
生装置にも本発明を応用することは可能である。
【００３９】
図１０に示すフローチャートは、第２実施形態としての画像編集装置の処理動作手順を例
示している。
前述の第１実施形態の処理動作を示す図６の処理行程群Ａ，Ｂに代わり、処理行程（Ａ’
）（Ｂ’）のように行われる。
【００４０】
本発明の画像編集装置では、別途に接続された別再生装置２１（図９）を設け、画像の合
成も可能であるが、機能としてはやはり「編集モード」および「再生モード」の２つのモ
ードを少なくとも有している。
【００４１】
図１０中のＡ’に示す「編集モード」においては、まず、ステップＳ２１において、前述
の第１実施形態でも行った所望シーンに関する映像データの表示の後には、それに加えて
画像編集作業を行う。例えば、上記に選択されたシーンと合成対象データ（例えば、タイ
トル文字が入った静止画等）との「関連付け」、および、合成対象シーンの選択を操作部
から選択指示する（Ｓ２１）。
【００４２】
前述した第１実施形態の動作に加え、記録媒体の「空きエリア」には、所望のタイトル文
字が入った静止画やアニメの動画などの合成対象となる画像データを記録する（Ｓ２２）
と共に、これら動画と静止画の「関連付け」に関する情報から成る再生プログラムを当該
記録媒体中の再生プログラム記録エリア中に書き込む（Ｓ２３）。
【００４３】
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ここで、モードのチェックを行い（Ｓ２４）、前述の「編集モード」を再度繰り返したい
場合はステップＳ２１に戻る。
一方、終了したい場合は強制終了し、「再生モード」を選択された場合は、次のような図
１０中のＢ’に示す動作手順が行われる。
まず、当該記録媒体から再生プログラムを読み出す（Ｓ２６）。続いて、前述した第１実
施形態の動作に加え、上記の関連付けに従って、所望により画像合成処理を行う（参照、
図８のａ，ａ’，ｂ）。そこでまず、合成の有無を再生プログラムに基づいて判定する（
Ｓ２７）。合成する場合は、合成シーンを記録媒体の対応する位置から読み出し（Ｓ２８
１）、所望の合成シーンをタイトル画像用又は画像記憶用のメモリ１９への一時記憶を行
い（Ｓ２８２）、当該再生シーンの読出しおよび、この合成シーンとの合成再生を画像合
成回路２０および再生系回路１６によって行う（Ｓ２８３）。
【００４４】
一方、ステップＳ２７の判定において画像の合成がなければ、当該記録媒体の駆動により
合成の無い状態の動画を再生し（Ｓ２９）、再生の終了を判定する（Ｓ２９１）。まだ所
望したすべてが再生されていなければ、上述のステップＳ２７に戻って再生を繰り返すが
、そのすべての画像再生が終了したならば、以上の一連の処理を終了する。
【００４５】
（作用効果２）
以上、本第２実施形態によれば、画像編集には付きもののタイトル用の画像を、同一記録
媒体中の別のエリアにあらかじめ記録しておき、再生プログラムに従って合成再生するよ
うにしたので、従来の異なる記録媒体への煩雑な編集作業無しで、あたかも既に別の媒体
に編集されている様な編集映像をリアルタイムな合成再生で見ることができる。また、こ
の画像編集装置によれば「画像合成」の編集も行える。
【００４６】
また、２つの映像を合成した画像を新たに１つの映像信号データとして記録すること無く
合成画面が再生できる。
また、動画に対しさらに合成映像信号を静止画で合成することで、装置の処理回路規模を
小さくすることができる。
【００４７】
（第３実施形態）
本発明の画像編集装置に係わる第３実施形態について、図１１および図１２を参照して説
明する。
【００４８】
まず、前述の第１実施形態の図３に示したように再生プログラムが組まれたとすると、そ
れを短時間で再生して見たい場合（即ち、当該記録媒体の概略的な記録内容を早く知りた
い等）が発生したとすると、再生プログラム上ではシーン毎の再生する位置及び時間をア
ドレスやタイムコードに基づいて算出することが可能であるから、例えば、１時間を要す
るものを６分で見たい場合には、全プログラム内容、即ち、各映像１～９までのシーンの
本来の再生時間の約一割を算出し、その時間に基づき、図１１に示すような特徴的な見た
い各シーンの一割を再生することで、記録内容を「自動的」に短時間でその要部だけを再
生して見ることができる。よって、各シーンを従来のように「早送り再生」等で操作しな
がら内容を早送りにより確認する必要が無くなる。
【００４９】
なお、本実施形態における画像編集装置の構成は、前述の第２実施形態の構成を示した図
９のブロック図と同等である。
また、本第３実施形態における、その処理手順を規定するルーチン（Ｓ３０）のフローチ
ャートは図１２に示す如くである。
【００５０】
本実施形態でも、機能動作としては「編集モード」および「再生モード」の２つのモード
を少なくとも有している。よって、編集された画像をモニタ１８に出力表示して確認でき
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る。
【００５１】
図１２中のＡ”に示す「編集モード」においては次のような動作手順が行われる。まずス
テップＳ３１においては、記録媒体中に記録されている映像データを再生系回路１６で再
生し、モニタ１８上に表示する。
【００５２】
操作者は、上記の表示を見ながら画像編集作業（即ち、再生プログラムの作成）を行う。
つまり、当該記録媒体に記録された映像データの中から、代表するシーンの範囲のエリア
（参照、図１１）を選択し、また、選択されたシーンを再生する順を決定して操作部より
指定する（Ｓ３１）（参照、図１１）。
【００５３】
なお、上記の再生プログラムは、代表するシーンのエリアに対応する記録媒体に予め付加
されている所定形式の「タイムコード」または「アドレス」を識別情報とする。
【００５４】
以上により作成された再生プログラムは、画像編集装置内の再生プログラム用記憶手段１
７に一時記憶され（Ｓ３２）、その後、ＤＶＤ等の記録媒体１１に予め設けられた記録エ
リアに記録される（Ｓ３３）。
【００５５】
ここで、モードのチェックを行い（Ｓ３４）、前述の「編集モード」を再度繰り返したい
場合はステップＳ３１に戻る。
一方、終了したい場合は強制終了し、「再生モード」を選択された場合には、次のような
動作手順で行われる（図１２中のＢ”）。
【００５６】
つまり、「編集モード」は、前述の第１実施形態と同じ処理手順で行われるが、本実施形
態における「再生モード」では次の処理手順によって行われる。
まず、操作者は、「短縮再生」するか否かを操作部からの指示を受け付け、判定する（Ｓ
３５）。ここで、短縮再生が指示されると、再生プログラムを読み出し（Ｓ３６）、指示
された所望の「短縮再生時間」と、選択されたシーンのトータル時間より、各シーンの再
生に要する「再生時間」を算出する（Ｓ３７）。
【００５７】
上記の再生時間の範囲内で、選択されたシーンをプログラム再生し、その映像データを表
示出力する（Ｓ３８）。
一方、上記のステップＳ３５の判定において「短縮再生」しない場合には、そのまま再生
プログラムに従ってアクセスし順次に選択シーンを読み出し（Ｓ３９１）、再生出力する
（Ｓ３９２）。そして、以上の一連の処理を終了する。
【００５８】
（作用効果３）
以上、本第３実施形態の画像編集装置によれば、編集された映像データの実質的な「早送
り」と同様な短時間での「自動」再生ができるので、記録されている内容を短時間でしか
も再生速度を変えずに再生することができ、よって、迅速な内容の把握を助けることがで
きる。
【００５９】
また、編集された画像を短時間で再生したい場合に、編集した各シーンを所定の同一の比
率で再生する、いわゆる「間引き再生」が可能となる。
（第４実施形態）
本発明の画像編集装置に係わる第４実施形態について、図１３、図１４および図１５を参
照しながら説明する。この第４実施形態の特徴は、図１３に示すような記録媒体に在る「
不要シーン」を選択的に消去して、図１４に示すように記録媒体中を整理することができ
る機能を有するものである。そこで、操作者が選択しなかったシーンは「不要」と見なし
、再生プログラムには必要シーンのみを残すようにプログラムする。即ち、記録媒体を整
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理できる画像編集装置の例を次に説明する。
【００６０】
図１５には、本実施形態における処理動作の特徴的なルーチンＳ５０の手順がフローチャ
ートで示されている。
前述した第１実施形態の動作に加え、操作者は、「不要シーン」を消去するか否かを操作
部より指示すると、当ルーチンＳ５０のステップＳ５１において、そのモードチェックを
行い、もし、不要シーンの削除機能を使わないモード指定の場合には、直ちにこの処理ル
ーチンを終了する。
【００６１】
一方、不要シーン消去が指示された場合には、記録媒体上の不要シーンに対応する映像デ
ータを消去してデータを短縮（参照、図１４）するために、以下の処理ステップを実行す
る。
【００６２】
図１３に示したような記録状態および再生プログラムが記録媒体に組まれていたとすると
、まず、再生プログラムをこの記録媒体から読み出す（Ｓ５２）。このアクセスにより、
各必要シーンの「初め」と「終り」の位置がわかる。
【００６３】
そこで、必要シーンの先頭のシーン動画範囲１を検出し、このシーンの始めから終わりま
での映像を一時的にメモリに記憶する（Ｓ５３）。この映像データを記録媒体の始めに記
録する（Ｓ５４）と共に、この動画範囲１の記録終りのタイムコードアドレスを一時的に
メモリに記録する（Ｓ５５）。
【００６４】
次の必要シーンである動画範囲２を検出し、このシーンの始めから終りまでの映像を一時
的にメモリに記憶する（Ｓ５６）。この映像データをステップＳ５５にて記録した動画範
囲１の記憶域の後ろに記録する。この動画範囲１の記憶域の後端は、上記メモリに一時的
に記録されたタイムコードアドレスにより判断する（Ｓ５７）。
【００６５】
このように、ステップＳ５８における判定で、未処理の必要シーンが無くなるまで、同様
な処理ステップ（Ｓ５５～Ｓ５７）を繰り返すことで、必要シーンだけを図１４が示すよ
うに同一記録媒体中に「コマ詰め」し整理することができる。
【００６６】
また、ステップＳ５８の判定で上記の「コマ詰め」の終了が確認されたならば、これら各
必要シーンに関するアドレスおよびタイムコードを、新たに再生プログラムとして所定の
形式に基づいて記録媒体中に記録する（Ｓ５９）。そして、以上の一連の処理を終了する
。
【００６７】
なお、所望により、不要シーンが記憶されていたエリアのデータを論理的に消去するため
に、ゼロまたはヌル (null)によるクリアによって初期化してもよい。
上記一連の処理ルーチンＳ５０は、再生プログラムが決定された後、ユーザーは上記不要
シーンの消去処理をするか否かを自動的に判断を行うか、または、ユーザーが選択的にか
つ簡単に選択できるように変形実施してもよい。
【００６８】
また、必要シーンの記憶は時間が許せば、１シーンを数回に分けて移行的に記録してもよ
い。この結果、処理中に使用するメモリはより小さい記憶容量で済ますことも可能である
。当然のことながら、移行された映像のタイムコード又はアロレスは、再生プログラムの
記録エリアに在る再生順のプログラムの映像エリアのタイムコード又はアドレスも書き換
えられる。
【００６９】
（作用効果４）
以上の本第４実施形態においては、「編集モード」として、図１３に示す映像のパターン
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でモニタに表示しながら、図示の記録画像のデータ構造を図１５の処理ルーチンＳ５０に
基づく画像編集作業によって、図１４に示すような簡潔なデータ構造に整理することがで
きる。
【００７０】
また、この時、新しいアドレス、タイムコードを再生プログラム記録エリアに記録するこ
とで、新たに再生プログラムを書き換えることができる。
よって、記録媒体には、不要な映像データが消去されて別の映像データを新たに記録可能
な「空き」エリアができるので、記録媒体の節約になる。
【００７１】
また、画像編集後、不要な未編集部分は当該記録媒体中から削除され、自動的に「コマ詰
め」されるので、記録媒体中には無駄な部分が無くなり、有効にその記録媒体を使用でき
る。
【００７２】
（その他の変形例）
なお、映像再生手段としては、表示出力手段（モニタ）、再生系回路または別再生装置が
対応してもよい。選択手段としては、キーボードを含む操作手段と、選択枝を設定・表示
するプログラムが対応してもよい。また、記録手段としては、ＤＶＤに限らず、ダイレク
トアクセスできる記録媒体とそれ専用の記録系回路を含む記録装置が対応してもよい。
【００７３】
このほかにも、本発明の要旨を逸脱しない範囲で種々の変形実施も可能である。
以上、複数の実施形態に基づいて説明したが、本明細書中には以下の発明が含まれる。
【００７４】
［１］

こと
を特徴とする画像編集装置。
【００７５】
［２］

ことを特徴とすることを特徴とする 画像編集装置。
【００７６】
［３］ ことを特徴とす
る［１］または［２］に記載の画像編集装置。
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記録媒体に記録された映像データを再生する映像再生手段と、前記映像データの複
数の部分とその部分の再生の順番を指定する再生プログラムを生成するプログラム生成手
段と、前記プログラム生成手段で生成された再生プログラムを前記記録媒体に複数記録す
ることが可能なプログラム記録手段と、前記映像再生手段は前記記録媒体に記録された複
数の再生プログラムの一つに従って前記映像データの前記複数の部分を順次再生する

前記映像データの複数の部分及びその部分の再生の順番を所望により指定する選択
手段を更に有する ［１］に記載の

前記記録媒体は、ランダムアクセス可能な映像記録ディスクである

［４］前記映像データの複数の部分のそれぞれについて、各部分の全てを順次再生する通
常再生モード又は前記映像データの複数の部分のそれぞれについて、各部分の所定の一部
分のみを順次再生する短縮再生モードを指定する再生モード指定手段とを更に有し、前記
映像再生手段は、前記プログラム選択手段で選択された再生プログラムに従って前記映像
データの前記複数の部分を、前記再生モード指定手段により指定されたモードに応じて、
通常再生又は短縮再生すことを特徴とする［１］乃至［３］の何れか一項に記載の画像編
集装置。
［５］前記短縮再生モードにおいて、前記映像データの前記複数の部分の各部分の再生時
間を決定する再生時間決定手段を更に有し、前記再生時間決定手段は、前記各部分の再生
時間の長さに比例して、それぞれの部分の短縮再生モードにおける再生時間を決定するこ
とを特徴とする［４］記載の画像編集装置。
［６］前記短縮再生モードで再生する時間を指示する再生時間指示手段を更に有し、前記
再生時間決定手段は、前記短縮モードによる前記映像データの前記複数の部分の再生時間
の合計が、前記再生時間指示手段により指示された時間となるように前記各部分を再生す
る時間を決定することを特徴とする［５］記載の画像編集装置。
［７］前記記録媒体に記録された前記映像データのうち、前記選択手段により選択されな



【００８７】
【発明の効果】
　このように本発明によれば、次に列挙するような主な効果が得られる。まず、撮影に使
用した記録媒体をダビング等によって不要なシーン等を削除するような煩雑な編集作業が
必要無くなる。そして、画像の移動をすること無しで見る順番を変えて見ることができる
。

【００８８】
　よって、再生したい画像の範囲とその順番を決めて指定するだけで、既に記録されてい
る原画情報の物理的な入替えや、他の記録媒体を用いたダビング処理をすることなく簡単
に 編集が可能な画像編集装置を提供することが実現できる。
【図面の簡単な説明】
【図１】図１は、記録媒体に記録された動画および静止画の記録格納状態を模式的に示す
模式図。
【図２】図２は、図１に示した編集記録の方式で再生する順番（以下、再生パターンと称
す）を模式的に示す模式図。
【図３】図３は、図２で示した編集画像の再生パターンを模式的に示す模式図。
【図４】　再生順のその他のパターンを示し、
（ａ）は、概要を静止画で後確認するような再生パターンを示す模式図、
（ｂ）は、概要を静止画で先確認するような再生パターンを示す模式図、
（ｃ）は、概要を静止画のマルチ画面で確認するような再生パターンを示す模式図。
【図５】図５は、本発明に係わる第１実施形態の画像編集装置の構成を示すブロック図。
【図６】図６は、第１実施形態の画像編集装置に係わる処理手順を示すフローチャート。
【図７】図７は、記録媒体中の合成エリアにタイトル用の動画および静止画が記録されて
いる様子を示す模式図。
【図８】　タイトル用の画像の例を示し、
ａおよびａ’は、静止画のイメージ図、
ｂは、アニメを動画的に入れた動画のイメージ図。
【図９】図９は、本発明に係わる第２実施形態の画像編集装置の構成を示すブロック図。
【図１０】図１０は、第２実施形態の画像編集装置の処理手順を示すフローチャート。
【図１１】図１１は、記録媒体に記録された映像データのトータルな再生時間と、代表す
るシーンだけを抽出して再生した場合の再生時間との比較図。
【図１２】図１２は、第３実施形態の画像編集装置の処理手順を示すフローチャート。
【図１３】図１３は、記録媒体に在る不要シーンを示す模式図。
【図１４】図１４は、記録媒体から不要シーンを消去して整理した様子を示す模式図。
【図１５】図１５は、本発明の第４実施形態に係わる画像編集装置の処理手順を示すフロ
ーチャート。
【符号の説明】
１～９…再生順番、
１ ' ～９ ' …再生時間、
１０…再生プログラム、
１１…記録媒体（ＤＶＤ）、
１２…制御手段（ＣＰＵ）、
１３…操作手段、
１４…記録媒体駆動手段、
１５…記録系回路、
１６…再生系回路、
１７…再生プログラム用記憶手段、
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かった部分に相当する映像データは、前記記録媒体より削除されることを特徴とする［１
］記載の画像編集装置。

また、各シーンの一部分のみを続けて再生することができるので、編集結果を短時間で
確認できる。

且つ効率的に



１８…表示出力手段（モニタ）、
１９…タイトル画像用又は画像記憶用のメモリ、
２０…画像合成回路、
２１…別再生装置。
Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄ，～，Ｈ，Ｉ…画像情報記録エリア、
ａ，ｂ，ｃ，ｄ，～，ｋ，ｌ…静止画記録エリア。
Ｓ１０…画像編集処理ルーチン（第１実施形態）、
Ｓ２０…画像編集処理ルーチン（第２実施形態）、
Ｓ３０…画像編集処理ルーチン（第３実施形態）、
Ｓ５０…画像編集処理ルーチン（第４実施形態）。 10

【 図 １ 】

【 図 ２ 】

【 図 ３ 】

【 図 ４ 】

【 図 ５ 】
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【 図 ６ 】 【 図 ７ 】

【 図 ８ 】

【 図 ９ 】 【 図 １ ０ 】
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【 図 １ １ 】 【 図 １ ２ 】

【 図 １ ３ 】

【 図 １ ４ 】

【 図 １ ５ 】
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