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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　素材データを管理する付属情報であり、素材データの時間長情報と使用可能な素材デー
タを識別するために撮影者によって記録されたクリップ識別子とを含むメタデータを、メ
タデータを読み出すためにコンピュータの処理部によって制御されているドライブを使用
して記録媒体から取得するメタデータ取得部と、
　前記クリップ識別子と前記時間長情報とを含むメタデータを利用して、素材データの少
なくとも一部を選択するユーザインターフェース部と、
　前記選択に応じて、編集データを生成し、前記素材データが前記記録媒体から完全に取
得される前に当該編集データを生成する編集部と、
　を有する編集装置。
【請求項２】
　前記メタデータ取得部は、前記素材データを識別する素材識別子と、前記素材データの
継続時間を示す時間長情報と、を含むメタデータを前記記録媒体から取得し、編集用記憶
手段に書き込み、
　前記ユーザインターフェース部は、
　前記メタデータ取得部が取得したメタデータに含まれる素材識別子と時間長情報とを関
連付けて表示する表示データを生成する表示制御部と、
　前記表示データに基づいて、コンテンツを形成する素材データの指定を受け付ける指定
受付部と、を含み
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　前記編集部は、前記指定に基づいて、前記編集データを生成する、
　請求項１に記載の編集装置。
【請求項３】
　前記素材データが前記編集用記憶手段に記憶されているか否かを判断する判断部をさら
に有し、
　前記表示制御部は、前記判断部の判断結果に応じ、前記素材識別子及び時間長情報に所
定のダミー画像をさらに関連付ける表示データを生成する、
　請求項２に記載の編集装置。
【請求項４】
　前記指定受付部は、前記素材データを前記記録媒体から取得するか否かの設定をさらに
受け付け、
　前記設定に基づいて、前記素材データを前記記録媒体から取得し、前記編集用記憶手段
に書き込む素材取得部をさらに有し、
　前記表示制御部は、前記素材取得部が取得した素材データを、前記メタデータとさらに
関連付ける表示データを生成する、
　請求項２に記載の編集装置。
【請求項５】
　前記指定受付部は、取得する素材データの種類の設定をさらに受け付ける、
　請求項４に記載の編集装置。
【請求項６】
　前記表示制御部は、前記素材取得部が取得したまたは取得中の前記素材データの状態を
、前記メタデータとさらに関連付ける表示データを生成する、
　請求項４に記載の編集装置。
【請求項７】
　前記メタデータ取得部は、前記素材データを識別する素材識別子と、前記素材データの
継続時間を示す時間長情報と、を含むメタデータを、前記記録媒体から取得し、編集用記
憶手段に書き込み、
　前記ユーザインターフェース部は、前記メタデータ取得部が取得したメタデータに含ま
れる素材識別子と時間長情報とを関連付けて表示する表示データを生成し、生成した表示
データに基づいて前記選択を受け付け、
　前記編集部は、前記素材データを前記記録媒体から完全に取得する前に、前記編集デー
タを生成する、
　請求項１に記載の編集装置。
【請求項８】
　前記素材データを前記記録媒体から取得する素材取得部をさらに有する、
　請求項７に記載の編集装置。
【請求項９】
　素材データを管理する付属情報であり、素材データの時間長情報と使用可能な素材デー
タを識別するために撮影者によって記録されたクリップ識別子とを含むメタデータを、メ
タデータを読み出すためにコンピュータの処理部によって制御されているドライブを使用
して記録媒体から取得するメタデータ取得ステップと、
　前記クリップ識別子と前記時間長情報とを含むメタデータを利用して、素材データの少
なくとも一部を選択するユーザインターフェースステップと、
　前記選択に応じて、編集データを生成し、前記素材データが前記記録媒体から完全に取
得される前に当該編集データを生成する編集ステップと、
　をコンピュータ端末に実行させる編集プログラムを記録した、コンピュータ読み取り可
能な記録媒体。
【請求項１０】
　素材データを管理する付属情報であり、素材データの時間長情報と使用可能な素材デー
タを識別するために撮影者によって記録されたクリップ識別子とを含むメタデータを、メ
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タデータを読み出すためにコンピュータの処理部によって制御されているドライブを使用
して記録媒体から取得するメタデータ取得ステップと、
　前記クリップ識別子と前記時間長情報とを含むメタデータを利用して、素材データの少
なくとも一部を選択するユーザインターフェースステップと、
　前記選択に応じて、編集データを生成し、前記素材データが前記記録媒体から完全に取
得される前に当該編集データを生成する編集ステップと、
　をコンピュータ端末に実行させる編集プログラム。
【請求項１１】
　素材データを管理する付属情報であり、素材データの時間長情報と使用可能な素材デー
タを識別するために撮影者によって記録されたクリップ識別子とを含むメタデータを、メ
タデータを読み出すためにコンピュータの処理部によって制御されているドライブを使用
して記録媒体から取得するメタデータ取得ステップと、
　前記クリップ識別子と前記時間長情報とを含むメタデータを利用して、素材データの少
なくとも一部を選択するユーザインターフェースステップと、
　前記選択に応じて、編集データを生成し、前記素材データが前記記録媒体から完全に取
得される前に当該編集データを生成する編集ステップと、
　を有する編集方法。

 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、コンテンツの編集を迅速に開始する情報処理技術に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、放送業務用のビデオカメラ内の記録媒体として、ランダムアクセス可能かつ高密
度なリムーバブルメディアを用いるようになってきている。このようなリムーバブルメデ
ィアとしては、光ディスクや光磁気ディスク・磁気ディスク・半導体メモリなどが挙げら
れる。ここに記録された動画像データや音声データは、編集装置に内蔵のまたは外付けの
ディスクドライブに挿入され、ハードディスクドライブ（ＨＤＤ）などに転送されて編集
される。
【０００３】
　ところで、動画像データや音声データをランダムアクセス可能な記録媒体に記録する場
合、これらのデータはファイルの集合体(以下、クリップという)として管理される。例え
ば、１つのクリップは、画像や音声などのメインデータファイル、プロキシデータファイ
ル、及びメタデータファイルと関連付けられる。ここで、「メインデータ」は、実際の放
送用データの素材となる動画像データや音声データであり、非圧縮または比較的低圧縮率
で圧縮されたデータである。「プロキシデータ」は、メインデータよりも高圧縮率で圧縮
されたデータである。また「メタデータ」は、メインデータファイルやプロキシデータフ
ァイルの再生などに用いられる管理情報である。
【０００４】
　撮影現場などでは、プロキシデータを素材として編集を行い、放送用コンテンツデータ
を作成することが行われている。例えば特許文献１，２には、撮影済の光ディスクをビデ
オカメラから取り出して光ディスク装置に装着し、プロキシデータを光ディスク装置内の
ＨＤＤに取り込んで編集することが記載されている。編集されたプロキシデータに基づい
てメインデータが編集され、最終的な放送用コンテンツデータが作成される。
【特許文献１】特開２００４－３４３２１７号公報
【特許文献２】特開２００４－３４３２１８号公報
【発明の開示】
【０００５】
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　プロキシデータを素材データに用いて編集をする場合、メインデータを用いる場合に比
して、リムーバブルメディアからハードディスクなどの編集用記憶手段への転送データ量
が少なくてすむ。一方で、記録媒体、とりわけリムーバブルメディアの容量の増加や高解
像度の動画像へのニーズを背景に、メインデータのみならずプロキシデータのデータ量は
増加する傾向にある。
【０００６】
　しかし、光ディスクや光磁気ディスクなどのリムーバブルメディアからの読み出し速度
は総じて低い。そのため、アクセス速度の遅い記憶手段から編集用記憶手段へのプロキシ
データ転送には、時間を要しているのが現状である。
【０００７】
　記録媒体から編集用記憶手段へのプロキシデータの転送速度を上げるために、アクセス
速度の速い記憶手段、磁気ディスクや半導体メモリからプロキシデータを読み出すことも
考えられる。例えば、ビデオカメラ内蔵の磁気ディスクや半導体メモリからプロキシデー
タを読み出す場合、ビデオカメラと編集装置とを接続し、ビデオカメラから編集装置にプ
ロキシデータを転送する。しかし、ビデオカメラは、充分な通信速度を有する通信手段を
有しておらず、プロキシデータの転送に時間がかかってしまうのが一般的である。
【０００８】
　結局、プロキシデータが記録されている記録媒体から編集用の記憶手段へプロキシデー
タを転送するのに時間を要し、編集を開始するまでに待ち時間が発生している。とりわけ
、解像度の上昇と共にデータ量が増加し、リムーバブルメディアの記憶容量も増加してい
る現状では、編集を開始するまでの待ち時間は長くなりつつあり、放送の撮影現場の迅速
性に対する要求を満たしていないのが現状である。
【０００９】
　本発明は、上記の問題に鑑み、速やかに編集を開始するための技術を提供することを目
的とする。
【００１０】
　本願の発明者は、ノンリニア編集を前提とする撮影現場では、実際の放送用コンテンツ
データに使用可能な素材データと、そうではない素材データとが、撮影の段階で撮影者に
より判別されていることに着目した。撮影者は、使用可能な素材データを識別するための
素材識別子や、素材データのうち使用可能な部分を示す時間情報を撮影段階で記憶してお
き、それを編集者に渡す。従って、編集者は、編集段階ではすでに、コンテンツデータに
用いるであろう素材データの素材識別子や、その素材データの使用部分を把握しているこ
とが多い。この背景を考慮し、本発明者は、素材データ識別子及び時間情報のみに基づい
て素材データを編集する構成に想到した。
【００１１】
　すなわち、本発明１は、以下の構成要素を有する編集装置を提供する。
・素材データに関するメタデータを、記録媒体から取得するメタデータ取得部、
・前記メタデータを利用して、素材データの少なくとも一部を選択するユーザインターフ
ェース部、
・前記選択に応じて、編集データを生成する編集部。
【００１２】
　本編集装置を操作する編集者は、動画像や音声コンテンツを形成する素材データを、メ
タデータを用いて編集する。メタデータは、素材データを管理するための付属情報である
メタデータの一部または全部であり、テキスト形式であることが一般的である。素材デー
タとは、動画像や音声のプロキシデータやメインデータである。編集に先立ち、メタデー
タだけを光ディスクから転送すればよく、素材データの転送は必須ではない。メタデータ
は、素材データに比して情報量が小さいため、これらの転送には時間がかからない。その
ため、編集者は、光ディスクをドライブに挿入し、読み取り開始後、すぐに編集処理を開
始することができる。
【００１３】
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　本発明２は、前記発明１において、前記メタデータ取得部が、前記素材データを識別す
る素材識別子と、前記素材データの継続時間を示す時間長情報と、を含むメタデータを前
記記録媒体から取得し、編集用記憶手段に書き込む編集装置を提供する。ここで、前記ユ
ーザインターフェース部は下記の構成要素を含む。
・前記メタデータ取得部が取得したメタデータに含まれる素材識別子と時間長情報とを関
連付けて表示する表示データを生成する表示制御部、
・前記表示データに基づいて、コンテンツを形成する素材データの指定を受け付ける指定
受付部。
【００１４】
　この編集装置において、前記編集部は、前記コンテンツを形成する素材データの指定に
基づいて、前記編集データを生成する。
【００１５】
　例えば素材データとメタデータとが光ディスクに記録されている場合、編集装置は、メ
タデータに含まれる素材識別子と時間長情報とを読み出し、これらをディスプレイに表示
する。編集者は、表示された素材識別子に基づいて素材データを指定する。また編集者は
、時間長情報に基づいて、素材データの使用部分やコンテンツの時間軸上での時間位置を
指定する。このように、素材データがなくても、素材識別子と素材データに関する時間情
報とだけで、コンテンツを形成する素材データを指定することができる。
【００１６】
　本発明３は、前記発明２において、判断部をさらに有する編集装置を提供する。判断部
は、前記素材データが前記編集用記憶手段に記憶されているか否かを判断する。この装置
において、前記表示制御部は、前記判断部の判断結果に応じ、前記素材識別子及び時間長
情報に所定のダミー画像をさらに関連付ける表示データを生成する。
【００１７】
　ダミー画像を表示することにより、一見して素材データが編集装置上にはないことを、
編集者に知らしめることができる。
【００１８】
　なお、編集装置は、ハードディスクドライブ（ＨＤＤ）など高速アクセス可能な編集用
記憶手段に素材データがある場合、従来通り素材データを表示し、画像を確認しながらの
編集作業を受け付けてもよい。ＨＤＤ上の素材データへのアクセス速度は、外部の記録媒
体へのアクセス速度よりもはるかに大きい。そのため、迅速性が求められる撮影現場や編
集現場でも、素材データの表示までに要する待ち時間がさほど問題にはならないからであ
る。
【００１９】
　本発明４は、前記発明２において、前記指定受付部が、前記素材データを前記記録媒体
から取得するか否かの設定をさらに受け付ける編集装置を提供する。この編集装置は素材
取得部をさらに有している。前記表示制御部は、前記素材取得部が取得した素材データを
、前記メタデータとさらに関連付ける表示データを生成する。ここで素材取得部は、前記
設定に基づいて、前記素材データを前記記録媒体から取得し、前記編集用記憶手段に書き
込む。
【００２０】
　メタデータだけで編集を終了できる場合もあれば、素材データを用いて編集したい場合
も考えられる。そこで、素材データが必要か否かの設定を受け付け、不要な素材データの
取得を防止する。不要な素材データの取得のために待ち時間が発生したり、編集装置の負
荷増大を防止できる。
【００２１】
　本発明５は、前記発明４において、前記指定受付部が、取得する素材データの種類の設
定をさらに受け付ける編集装置を提供する。
【００２２】
　取得の設定には、取得しようとする素材データの種類の設定を含めても良い。素材デー
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タの種類としては、メインデータとプロキシデータとが挙げられる。編集に必要なデータ
のみを選択的に取得可能にすることで、編集者の待ち時間を短縮し、編集の利便性を向上
させることが出来る。
【００２３】
　本発明６は、前記発明４において、前記表示制御部は、前記素材取得部が取得したまた
は取得中の前記素材データの状態を、前記メタデータとさらに関連付ける表示データを生
成する編集装置を提供する。
【００２４】
　表示する状態としては、例えば、素材データの種類や、素材データの取得状態、素材デ
ータの取得割合を挙げることができる。素材データの種類としては、前述したようにメイ
ンデータとプロキシデータとが挙げられる。取得状態の例としては、（１）取得済、（２
）取得中、（３）未取得(メタデータのみ）、が挙げられる。取得割合とは、素材データ
の全ファイル量のうち、取得したデータの割合である。
【００２５】
　本発明７は、前記発明１において、前記メタデータ取得部が、前記素材データを識別す
る素材識別子と、前記素材データの継続時間を示す時間長情報と、を含むメタデータを、
前記記録媒体から取得し、編集用記憶手段に書き込む編集装置を提供する。この装置にお
いて、前記ユーザインターフェース部は、前記メタデータ取得部が取得したメタデータに
含まれる素材識別子と時間長情報とを関連付けて表示する表示データを生成し、生成した
表示データに基づいて前記選択を受け付ける。また前記編集部は、前記素材データを前記
記録媒体から完全に取得する前に、前記編集データを生成する。
【００２６】
　素材データの取得終了を待つことなくメタデータを用いて編集作業を迅速に開始するこ
とが出来るため、編集開始までの待ち時間がなくなり、編集者の利便性が向上する。
【００２７】
　本発明８は、前記発明７において、前記素材データを前記記録媒体から取得する素材取
得部をさらに有する編集装置を提供する。
【００２８】
　コンテンツデータの形成に必要な素材データのみを取得することにより、無駄な素材デ
ータの取得を防止することができる。
【００２９】
　発明９は、以下のステップをコンピュータ端末に実行させる編集プログラムを記録した
、コンピュータ読み取り可能な記録媒体を提供する。
・素材データに関するメタデータを、記録媒体から取得するメタデータ取得ステップ、
・前記メタデータを利用して、素材データの少なくとも一部を選択するユーザインターフ
ェースステップ、
・前記選択に応じて、編集データを生成する編集ステップ。
【００３０】
　この記録媒体に記録された編集プログラムは、発明１の編集装置としてコンピュータを
機能させ、発明１と同様の作用効果を奏する。
【００３１】
　本発明１０は、以下のステップをコンピュータ端末に実行させる編集プログラムを提供
する。
・素材データに関するメタデータを、記録媒体から取得するメタデータ取得ステップ、
・前記メタデータを利用して、素材データの少なくとも一部を選択するユーザインターフ
ェースステップ、
・前記選択に応じて、編集データを生成する編集ステップ。
【００３２】
　この編集プログラムは、発明１の編集装置としてコンピュータを機能させ、発明１と同
様の作用効果を奏する。
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【００３３】
　本発明１１は、以下のステップを有する編集方法を提供する。
・素材データに関するメタデータを、記録媒体から取得するメタデータ取得ステップ、
・前記メタデータを利用して、素材データの少なくとも一部を選択するユーザインターフ
ェースステップ、
・前記選択に応じて、編集データを生成する編集ステップ。
【００３４】
　この編集方法は、発明１の編集装置が実行する方法であり、発明１と同様の作用効果を
奏する。
【図面の簡単な説明】
【００３５】
【図１】本発明の第１実施形態に係る編集装置のハードウェア構成を示すブロック図
【図２】図１に示す編集装置の機能構成を示すブロック図
【図３】ＸＭＬ(eXtensible Markup Language)で記述されたメタデータの一例を示す説明
図
【図４】メタデータを表示する指定画面例
【図５】メタデータ及びダミー画像の別の表示例
【図６】図１の編集装置が表示する編集画面
【図７】図１の編集装置が生成する編集データの概念説明図
【図８】図１の編集装置が管理する素材データの状態を示す説明図
【図９】図１の編集装置が実行するメインルーチンの流れの一例を示すフローチャート
【図１０】図１の編集装置が実行する素材データ取得処理の流れの一例を示すフローチャ
ート
【図１１】編集装置が表示するメニューウインドウの一例
【図１２】図１１のメニュー画面から呼び出される取得設定ウインドウの一例
【発明を実施するための最良の形態】
【００３６】
　＜発明の概要＞
　本発明の編集装置は、ラップトップ型コンピュータ端末やデスクトップ型コンピュータ
端末などの通常のコンピュータ端末を用いて実現することができる。この編集装置の外付
けまたは内蔵ディスクに装着された光ディスク等のリムーバブルメディアから編集装置内
のハードディスクドライブ（ＨＤＤ）に、メタデータが転送される。メタデータは、クリ
ップを識別する「クリップＩＤ」（素材識別子に相当）と、素材データの継続時間である
「時間長情報」と、を含む。そのため、メタデータの情報量は小さい。従って、編集者は
、メタデータの転送終了を待つことなく、光ディスクを装着後、すぐに編集処理を開始す
ることができる。
【００３７】
　具体的な編集作業は、次のように行う。編集者は、メタデータに含まれるクリップＩＤ
に基づいて、クリップを選択する。また、編集者は、メタデータに含まれる時間長情報に
基づいて、素材データの使用部分と、コンテンツの時間軸上での時間位置と、を選択する
。これらの選択結果に基づいて、クリップＩＤと、素材時間情報と、コンテンツ時間情報
と、を関連付けた編集データが生成される。ここで、「素材時間情報」とは、素材データ
の継続時間の一部または全部を指定する時間情報である。「コンテンツ時間情報」は、コ
ンテンツの開始から終了までの時間軸上の時間位置を示す時間情報である。
【００３８】
　素材データやメタデータを含むクリップは、光ディスクなどの記録媒体に記録されてい
る。「クリップ」とは、撮影者が撮像を開始してから終了するまでの１回の撮像処理によ
り生成されるデータの集合をいう。クリップに含まれるデータとしては、例えば、画像デ
ータや音声データなどの非圧縮データまたはこれを比較的低圧縮率で圧縮した「メインデ
ータ」、メインデータを高圧縮率で圧縮した「プロキシデータ」、メインデータやプロキ
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シデータの管理情報であり、音声や画像などの素材データを含まない「メタデータ」が挙
げられる。なお、「素材データ」は、メインデータとプロキシデータとを含む。
【００３９】
　「メタデータ」は、素材データを管理する付属情報である。メタデータは、例えば、編
集時に素材データの内容を編集者が確認したり、所定のフレームを検索したりするために
用いられる。メタデータには、例えば撮像日時、撮影場所、素材データの継続時間（時間
長情報に相当）、ファイルサイズ、ビデオサイズ、圧縮方法、ＬＴＣ(Linear Time Code)
、ＦＴＣ(File Time Code)、変換テーブル、撮影者のメモ情報が含まれる。
【００４０】
　＜第１実施形態＞
　《編集装置のハードウェア構成》
　図１は、本発明の第１実施形態に係る編集装置１００のハードウェア構成を示すブロッ
ク図である。編集装置１００は、少なくともドライブ１、ＣＰＵ２、ＲＡＭ４、ＲＯＭ３
、ＨＤＤ５（ハードディスクドライブ）、通信インターフェース６、入力インターフェー
ス７、出力インターフェース８、及びこれらを接続するバス９を有している。また、編集
装置１００は、ＡＶユニット１０をさらに有していても良い。
【００４１】
　ドライブ１には光ディスクなどのリムーバブルメディア（記録媒体に相当）が装着され
、リムーバブルメディアからのデータの読み出しが行われる。図１では、ドライブ１が編
集装置１００に内蔵されている場合を示しているが、外付けのドライブであっても良い。
本実施形態では、リムーバブルメディアとして光ディスクを用いる場合を例に取るが、他
に磁気ディスク、光磁気ディスク、ブルーレイディスク、半導体メモリなどであってもよ
い。また、メタデータ及び素材データの読み出し先は、内蔵ドライブや外付けドライブに
限らず、通信インターフェース６を介して接続可能なネットワーク上のリソースであって
もよい。
【００４２】
　ＣＰＵ２は、ＲＯＭ３に記録されている制御プログラムをＲＡＭ４等の揮発性記憶領域
に展開し、編集装置１００全体の動作を制御する。例えば、ＣＰＵ２は、光ディスクがド
ライブ１に装着されたとき、ドライブ１の各部を制御し、光ディスクに記録されているメ
タデータを読み出し、それをＨＤＤ５に書き込む。
【００４３】
　ＨＤＤ５（編集用記憶手段に相当）は、光ディスクから読み出され、バス９を介して供
給されるメタデータや素材データを記憶する。ＨＤＤ５に記憶された素材データに対する
アクセス速度は、ディスクに装着された光ディスクに比して大きいため、ＨＤＤ５に記憶
された素材データを編集時に表示しても遅延の問題が生じにくい。本例では、光ディスク
から読み出したメタデータや素材データを書き込む編集用記憶手段としてＨＤＤ５を用い
る場合を例に取り説明するが、編集用記憶手段は高速アクセス可能な記憶手段であれば特
に限定されない。例えば他の編集用記憶手段として、内蔵ディスクまたは外付けディスク
から読み取り可能な磁気ディスク、光磁気ディスク、ブルーレイディスク、半導体メモリ
を挙げることができる。さらに、通信インターフェース６を介して接続可能なネットワー
ク上のこれらの記憶手段を、編集用記憶手段として用いても良い。
【００４４】
　通信インターフェース（図中、Ｉ／Ｆ）６は、例えばＵＳＢ(Universal Serial Bus)を
介して接続されるビデオカメラとの間で通信を行い、ビデオカメラ内部の記録媒体に記録
されているデータを受信する。また、通信インターフェース６は、ＬＡＮやインターネッ
トを介して生成された編集データをネットワーク上のリソースに送信することもできる。
【００４５】
　入力インターフェース（図中、Ｉ／Ｆ）７は、キーボードやマウスなどの操作部２００
に対する編集者の操作を受け付け、バス９を介してＣＰＵ２に操作信号を供給する。
【００４６】
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　出力インターフェース（図中、Ｉ／Ｆ）８は、ＬＣＤ（液晶表示装置）やスピーカなど
の出力装置３００に、ＣＰＵ２からの画像データや音声データを供給する。
【００４７】
　ＡＶユニット１０は、以下の（ａ）～（ｇ）に記載する要素及び機能を有している。
【００４８】
　（ａ）外部ビデオ信号インターフェース１１は、編集装置１００の外部とビデオ圧縮／
伸張部１２との間で、ビデオ信号の受け渡しを行う。例えば、外部ビデオ信号インターフ
ェース１１には、アナログコンポジット信号、アナログコンポーネント信号の入出力部が
設けられる。
【００４９】
　（ｂ）ビデオ圧縮／伸張部１２は、ビデオインターフェース１３を介して供給されたビ
デオデータをデコード及びアナログ変換し、得られたビデオ信号を外部ビデオ信号インタ
ーフェース１１に出力する。またビデオ圧縮／伸張部１２は、外部ビデオ信号インターフ
ェース１１や外部ビデオ・オーディオ信号インターフェース１４から供給されたビデオ信
号を、必要に応じてディジタル変換した後、例えば、ＭＰＥＧ（ＭｏｖｉｎｇＰｉｃｔｕ
ｒｅ Ｅｘｐｅｒｔｓ Ｇｒｏｕｐ）２方式で圧縮（エンコード）し、得られたデータをビ
デオインターフェース１３を介してバス９上に出力する。
【００５０】
　（ｃ）ビデオインターフェース１３は、ビデオ圧縮／伸張部１２とバス９との間でデー
タの受け渡しを行う。
【００５１】
　（ｄ）外部ビデオ・オーディオ信号インターフェース１４は、外部にある機器から入力
されたビデオデータをビデオ圧縮／伸張部１２に、オーディオデータをオーディオプロセ
ッサ１６に、それぞれ出力する。また、外部ビデオ・オーディオ信号インターフェース１
４は、ビデオ圧縮／伸張部１２から供給されたビデオデータと、オーディオプロセッサ１
６から供給されたオーディオデータと、を外部出力する。例えば、外部ビデオ・オーディ
オ信号インターフェース１４は、ＳＤＩ（ＳｅｒｉａｌＤｉｇｉｔａｌ Ｉｎｔｅｒｆａ
ｃｅ），ＳＤＴＩ（Ｓｅｒｉａｌ Ｄａｔｅ Ｔｒａｎｓｆｅｒ Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ）な
どに準拠したインターフェースである。
【００５２】
　（ｅ）外部オーディオ信号インターフェース１５は、外部とオーディオプロセッサ１６
との間でオーディオ信号の受け渡しを行う。例えば、外部オーディオ信号インターフェー
ス１５は、アナログオーディオ信号のインターフェース、ＡＥＳ－ＥＢＵ（ＡｕｄｉｏＥ
ｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇ Ｓｏｃｉｅｔｙ－Ｅｕｒｏｐｅａｎ Ｂｒｏａｄｃａｓｔ Ｕｎｉ
ｏｎ）規格に準拠したインターフェースである。
【００５３】
　（ｆ）オーディオプロセッサ１６は、外部オーディオ信号インターフェース１５から供
給されたオーディオ信号をアナログ／ディジタル変換し、得られたデータをオーディオイ
ンターフェース１７に出力する。またオーディオプロセッサ１６は、オーディオインター
フェース１７から供給されたオーディオデータのディジタル／アナログ変換および音声調
整などを行い、得られた信号を外部オーディオ信号インターフェース１５に出力する。
【００５４】
　（ｇ）オーディオインターフェース１７は、オーディオプロセッサ１６に対するデータ
の供給、オーディオプロセッサ１６からバス９上へのデータの出力を行う。
【００５５】
　《編集装置のソフトウェア構成》
　図２は、編集装置１００の機能構成を示すブロック図である。編集装置１００のＣＰＵ
２は、メタデータ取得部２１（メタデータ取得部に相当）、指定受付部２２（ユーザイン
ターフェース部の指定受付部に相当）、編集部２３（編集部に相当）、判断部２４（判断
部に相当）、素材データ取得部２５（素材取得部に相当）、及び表示制御部２６（ユーザ
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インターフェース部の表示制御部に相当）を有している。これらの各部により、編集装置
１００は、主に（１）メタデータ取得機能、（２）素材データ取得機能、（３）指定受付
機能、（４）編集機能、及び（５）取得状態表示機能を実現する。以下に、編集装置１０
０の各機能について説明する。
【００５６】
　（１）メタデータ取得機能
　　（１－１）メタデータの取得
　メタデータ取得部２１は、クリップのメタデータを、デフォルトの接続先リソースまた
は指定された接続先リソースから選択的に読み出し、ＨＤＤ５に書き込む。接続先リソー
スとは、メタデータが記憶されている記録媒体であり、本実施形態では光ディスクである
。接続先リソースは、内蔵ディスク１や外付けディスクに装着可能な記録媒体だけでなく
、通信Ｉ／Ｆを介して接続可能なネットワーク上の記録媒体であっても良い。ＨＤＤ５に
書き込まれたメタデータは、表示部により表示される。メタデータの表示については、「
（１－２）メタデータの表示」で詳細に説明する。
【００５７】
　図３は、ＸＭＬ(eXtensible Markup Language)で記述されたメタデータの一例を示す。
メタデータの記述形式は、ＸＭＬやその他の構造化言語に限定されない。「メタデータ」
は、クリップに含まれるメタデータの一部であり、素材データを識別する「クリップＩＤ
」と、素材データの継続時間を示す「時間長情報」と、を少なくとも含む。「時間長情報
」は、実際の継続時間を示す情報でも良いし、素材データの記録開始時間情報と記録終了
時間情報との組み合わせでも良い。また「時間長情報」として、素材データに含まれるフ
レーム数とフレームレートを用いても良い。さらに別の「時間長情報」としては、素材デ
ータを構成する最初のフレームのタイムコードと、最後のフレームのタイムコードと、を
用いることもできる。タイムコードとは、フレーム番号であり、素材データの開始からの
フレーム時間位置を示す時間情報である。
【００５８】
　　（１－２）メタデータの表示
　図４は、メタデータを表示する指定画面の一例を示す。表示制御部２６は、ＨＤＤ５に
記録されたメタデータを読み出し、指定画面の表示データを生成する。生成された表示デ
ータは、例えばフレームメモリに書き込まれ、液晶ディスプレイなどの出力装置３００に
表示される。より具体的には、表示制御部２６は、所定のメニュー画面（図示しない）に
おいてメタデータをＨＤＤ５に転送するか否かの選択を編集者から受け付け、「転送する
」が選択された場合に指定画面の表示データを生成する。指定画面は、「接続先指定ウイ
ンドウ４１」及び「メタデータウインドウ４２」を含む。
【００５９】
　「接続先指定ウインドウ４１」は、メタデータを読み出す接続先リソースの指定を受け
付ける。接続先リソースを指定した状態で画面下方の「ダウンロードボタン」が押下され
ると、受け付けた接続先リソースからＨＤＤ５にメタデータが取得される。
【００６０】
　「メタデータウインドウ４２」は、接続先リソースからＨＤＤ５にダウンロードされた
メタデータを、クリップと関連付けて表示する。この例では、メタデータとして、「クリ
ップ名」、「ファイルサイズ」、「継続時間」、「ビデオサイズ」などが、同一の行に表
示されている。メタデータに含まれるそれぞれの情報は、同一の行に表示されることで各
クリップと関連付けられて表示されている。編集者がメタデータウインドウ４２に表示さ
れたメタデータに基づいてクリップを選択し、「ＢＩＮへの登録ボタン」を押下すると、
選択されたクリップのメタデータが後述する編集画面に表示される。図中、「ＢＩＮ」は
、後述する編集画面中の「クリップ指定ウインドウ６３」を意味する。
【００６１】
　図中、「クリップ名」はクリップＩＤに、「継続時間」は時間長情報に、それぞれ該当
する。少なくともクリップＩＤを表示することにより、編集者はコンテンツの編集に用い
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るクリップを選択することができる。また少なくとも継続時間を表示することにより、編
集者はコンテンツの編集に用いる素材データの時間長を知り、必要な部分を時間情報で指
定したり、コンテンツの時間軸上での素材データの時間位置を指定することができる。
【００６２】
　図５は、メタデータの別の表示例を示す。この例では、表示制御部２６は、各クリップ
にそれぞれ対応するウインドウ状アイコンＩＣ１，ＩＣ２，ＩＣ３，ＩＣ４，ＩＣ５の表
示データを生成する。各アイコンの下にはクリップＩＤであるクリップ名が、アイコン内
にはクリップの記録開始時間情報及び記録終了時間情報（時間長情報に相当）が、併せて
表示されている。
【００６３】
　　（１－３）ダミー画像の表示
　表示制御部２６は、メタデータが取得されているクリップのダミー画像を、メタデータ
と対応付ける表示データを生成してもよい。ダミー画像は、特段の意味を持たない所定の
画像データである。ダミー画像を表示することにより、素材データがＨＤＤ５に記録され
ていないことを編集者が一見して識別することができる。ダミー画像の表示に先立ち、Ｈ
ＤＤ５における素材データの存在の有無を確認することが好ましい。素材データの存在の
有無は、判断部２４が行う。素材データがＨＤＤ５に記憶されている場合とは、光ディス
クからメタデータをダウンロードするよりも以前に、何らかの理由によりＨＤＤ５にその
素材データが格納されていた場合である。
【００６４】
　前記図４を例に取り、ダミー画像を含む表示データを説明する。前記図４の指定画面内
のメタデータウインドウ４２には、各クリップのメタデータが行毎に表示されている。各
行の左端には、所定の同一画像であるダミー画像ＤＭが表示されている。この例では、メ
タデータとダミー画像ＤＭとを同一の行に表示することで、互いの関連性を示している。
【００６５】
　前記図５は、ダミー画像の別の表示例を示す。この例では、表示制御部２６は、アイコ
ンのウインドウに所定のダミー画像が配置された表示データを生成することにより、素材
データがないことを表示している。また、後述するように、素材データがＨＤＤ５上に存
在する場合には、アイコンのウインドウには素材データが表示されてもよい。この例では
、アイコンＩＣ１，ＩＣ２にはダミー画像が表示され、これらのアイコンが示すクリップ
の素材データはＨＤＤ５上にないことが、表示されている。なお、図５は、後述する図６
の「クリップ指定ウインドウ６３」に表示されているウインドウ状アイコンの拡大図であ
る。
【００６６】
　（２）素材データ取得機能
　　（２－１）素材データの取得
　素材データ取得部２５は、素材データの取得設定に従い、素材データを接続先リソース
から読み出してＨＤＤ５に記録する。読み出す素材データの種類は、後述する取得設定に
従う。データ量が多いメインデータやプロキシデータ等の素材データを読み出す場合、素
材データ取得部２５は、メタデータの取得完了が素材データの取得完了よりも先になるよ
うに、素材データを読み出す。例えば、素材取得部２５は、メタデータの取得完了後に、
編集作業のバックグラウンドで素材データの読み出しを行う。また例えば、素材取得部２
５は、メタデータに基づいて編集作業中の編集者から素材データの取得を指示されると、
素材データの読出を行う。これにより、編集者は素材データの取得完了を待たずにメタデ
ータを用いた編集作業を開始することができ、編集者に待ち時間が発生するのを防止する
ことができる。
【００６７】
　　（２－２）取得設定
　指定受付部２２は、メタデータに加え、さらに素材データを取得するか否か、の設定を
受け付けることができる。このとき、指定受付部２２は、素材データの種類の設定を併せ
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て受け付けてもよい。「素材データの種類」の選択肢としては、プロキシデータ、メイン
データ、またはその両方が考えられる。指定受付部２２は、受け付けた取得設定をデフォ
ルト値としてＲＯＭ３に記憶し、全てのコンテンツの編集に対して有効にしてもよいし、
編集するコンテンツ毎に取得設定を受け付けてもよい。また、素材データの取得の要否を
、クリップ毎に受け付けることもできる。
【００６８】
　再度図４の指定画面を参照し、取得設定について具体的に説明する。図４の指定画面の
下方には、「取得設定ウインドウ４３」が表示されている。「取得設定ウインドウ４３」
は、素材データの取得の要否や、取得する素材データの種類の設定を受け付ける。この図
では、「素材データを取得しない」ことが設定されている。「プロキシデータをダウンロ
ードする」、「ＢＩＮへの登録時にハイレゾクリップをバックグランドダウンロードする
」のいずれも選択されていないからである。プロキシデータやメインデータの取得が選択
された状態で「ダウンロードボタン」が押されると、編集作業のバックグラウンドでこれ
らのデータの取得が開始される。図中、「ハイレゾクリップ」はメインデータを意味する
。
【００６９】
　またこの例では、取得設定ウインドウ４３は、素材データをＨＤＤ５に書き込むときの
ファイル名の登録の仕方も受け付けている。この例では、メタデータに含まれるクリップ
名（クリップＩＤに相当）を、ファイル名として用いる設定が選択されている。
【００７０】
　さらに、この取得設定ウインドウ４３の下方の「設定ボタン」は、受け付けた取得設定
をデフォルト値として記憶するのか否かの設定を受け付ける。
【００７１】
　（３）指定受付機能
　　（３－１）編集画面
　図６は、編集画面の一例である。編集画面の表示データは、表示制御部２６により生成
される。指定受付部２２は、編集画面上で、編集に用いるクリップの指定を受け付ける。
編集画面は、例えば以下のウインドウを含む。なお、図６に示すクリップ指定ウインドウ
６３に表示されているウインドウ状アイコンを拡大して示したのが、前述の図５である。
【００７２】
　(i)再生ウインドウ６１：ダミー画像や再生された素材データを表示する。
【００７３】
　(ii)タイムライン表示ウインドウ６２：画像コンテンツ及び音声コンテンツの時間軸方
向の位置情報をそれぞれ示す画像タイムライン及び音声タイムラインを表示する。各タイ
ムライン上には、素材データの継続時間に応じた長さのトラックが形成される。このウイ
ンドウ６２は、タイムラインと共に時間軸目盛りを表示し、タイムライン上でトラックの
長さの変更を受け付ける。タイムライン上に連続的に形成された各トラックが示す素材デ
ータは、コンテンツデータの一部となる。
【００７４】
　(iii)クリップ指定ウインドウ６３：前記図４のメタデータウインドウ４２で選択され
たメタデータを、各クリップと関連付けて表示する。
【００７５】
　　（３－２）クリップの指定の受付
　指定受付部２２は、編集に用いるクリップと、素材データの使用部分と、その使用部分
がコンテンツの時間軸上に占める時間位置と、の指定を編集画面上で受け付ける。より具
体的には、指定受付部２２は、「クリップＩＤ」、「素材時間情報」、及び「コンテンツ
時間情報」の指定を、メタデータに基づいて受け付ける。
【００７６】
　クリップＩＤの指定の受付は次のように行う。編集者は、表示されているクリップ名を
手掛かりに、所望のクリップのアイコンをタイムライン上にドラッグ＆ドロップする。指
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定受付部２２は、この操作によるクリップＩＤの指定を受け付ける。この指定に応じ、選
択されたクリップの素材データの継続時間に応じた長さのトラックが、タイムライン上に
表示される。
【００７７】
　素材時間情報の指定の受付は次のように行う。編集者は、表示されている時間長情報を
手がかりに、タイムライン上のトラックの使用部分を選択する。例えば、素材データの継
続時間が５分であることを時間長情報が示しており、予め最初の１分はカットすべきこと
を編集者が知っている場合、編集者は２分目から最後までに相当するトラック部分を選択
する。指定受付部２２は、トラックの選択部分に基づいて、素材データのうちコンテンツ
として使用される部分の開始時間位置及び終了時間位置、すなわち素材時間情報を決定す
る。
【００７８】
　コンテンツ時間情報の指定の受付は次のように行う。編集者は、時間軸目盛りを参照し
ながらタイムライン上でトラックの位置を調整する。指定受付部２２は、トラックの位置
及び長さに基づいて、コンテンツの時間軸上でのクリップの開始時間位置及び終了時間位
置、すなわちコンテンツ時間情報を決定する。
【００７９】
　以上のように、編集に用いるクリップの指定は、メタデータに含まれるクリップＩＤ及
び素材データの時間長情報に基づいて受け付けられる。そのため、素材データの読み込み
を待たずとも、クリップの指定の受付を開始することが出来る。
【００８０】
　（４）編集
　図７は、編集部２３が生成する編集データの概念説明図である。編集部２３は、前記編
集画面で指定されたクリップＩＤ、素材時間情報、及びコンテンツ時間情報を、対応付け
る編集データを生成する。編集データは、例えばクリップＩＤ、素材時間情報及びコンテ
ンツ時間情報を１レコードに含むことにより、これらを対応付ける。編集部２３は、前記
編集画面で新たなクリップＩＤと、その素材時間情報及びコンテンツ時間情報が指定され
るたびに、これらを対応付けて編集データの新たなエントリに追加する。また、編集部２
３は、編集画面上で素材時間情報及びコンテンツ時間情報が更新されると、編集データ内
のこれらのデータを変更する。編集作業が終了するまで、編集部２３は編集データの更新
を繰り返し、編集データファイルを生成する。生成した編集データファイルは、任意の記
録媒体、例えばＨＤＤ５や外部ディスクに装着されたリムーバブルディスクに書き込まれ
る。編集部２３は、生成した編集データファイルを、通信Ｉ／Ｆを介して接続されたデー
タベースや情報端末に送信することもできる。さらに、編集部２３は、生成した編集デー
タに基づいて素材データを編集してコンテンツデータを生成し、生成したコンテンツデー
タを出力装置３００やＡＶユニット１０から出力することもできる。
【００８１】
　（５）取得状態表示機能
　図８は、表示制御部２６が管理する素材データの状態を示す説明図である。表示制御部
２６は、素材データの種類と取得状態とを管理し、これらを含む素材データの状態を識別
可能に表示するための表示データを生成してもよい。素材データの種類及び取得状態は、
素材データ取得部２５から取得する。この例では、表示制御部２６は、状態説明図に示さ
れるように、下記５つの状態を管理する。
(i)状態ＳＴＳ１：素材データはＨＤＤ５上になく、メタデータのみがＨＤＤ５に記憶さ
れている状態。
(ii)状態ＳＴＳ２：メタデータ及びプロキシデータがＨＤＤ５に記憶されている状態。
(iii)状態ＳＴＳ３：メタデータはＨＤＤ５に記憶されており、プロキシデータを取得中
である状態。
(iv)状態ＳＴＳ４：メタデータ及びメインデータがＨＤＤ５に記憶されている状態。
(v)状態ＳＴＳ５：メタデータはＨＤＤ５に記憶されており、メインデータを取得中であ
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る状態。
【００８２】
　再度前記図５のクリップ指定ウインドウ６３の拡大図を参照し、上記５つの状態の表示
例を説明する。各アイコンには、クリップの素材データの状態と、メタデータと、が表示
されている。アイコンＩＣ１内のマーク「×」は、状態ＳＴＳ１を示し、クリップ名「Ｃ
ｌｉｐ３３」の「素材データは未取得」であることを示す。アイコンＩＣ２内の白字のマ
ーク「Ｐ」は、状態ＳＴＳ２を示し、クリップ名「Ｃｌｉｐ３７」の「プロキシデータが
取得中」であることを示す。アイコンＩＣ３内の黒字のマーク「Ｐ」は、状態ＳＴＳ３を
示し、クリップ名「Ｃｌｉｐ３６」の「プロキシデータが取得済」であることを示す。ア
イコンＩＣ４内の白抜きのマーク「Ｈ」は、状態ＳＴＳ４を示し、クリップ名「Ｃｌｉｐ
３８」の「メインデータが取得中」であることを示す。アイコンＩＣ５内には、他の状態
で示されるマークが表示されず、単にウインドウ内に画像が表示されている。この状態は
、状態ＳＴＳ５を示し、クリップ名「Ｃｌｉｐ０６」の「メインデータが取得済」である
ことを示す。
【００８３】
　さらに表示制御部２６は、素材データの全データ量と取得済のデータ量とを監視し、取
得割合を表示する表示データを生成してもよい。この例では、アイコンＩＣ２，ＩＣ４の
それぞれに、取得割合が表示されている。
【００８４】
　なお、素材データの状態は、クリップ指定ウインドウ６３だけでなく、前記図６のタイ
ムライン表示ウインドウ６１や、図４のメタデータウインドウ４２に表示することも出来
る。
【００８５】
　このように素材データの状態を表示することにより、編集者は、メタデータを用いた編
集を行いつつバックグラウンドで素材データを取得する状況において、バックグラウンド
作業の状況をリアルタイムに把握することが出来る。
【００８６】
　《編集装置が実行する処理》
　次に、図９及び図１０を参照し、編集装置１００が実行する処理について説明する。
【００８７】
　（１）メインルーチン
　図９は、編集装置１００のＣＰＵ２が実行するメインルーチンの流れの一例を示すフロ
ーチャートである。所定のメニュー画面（図示しない）において編集用記憶手段へのデー
タの転送が指示されると、以下の処理が開始される。
【００８８】
　ステップＳ１：ＣＰＵ２は、前記図４に例示する指定画面を表示し、接続先リソースの
選択を受け付ける。すなわち、メタデータをどこから読み出すかの設定を受け付ける。次
いでＣＰＵ２は、指定された接続先リソースからメタデータを読み出し、これをＨＤＤ５
に書き込む。
【００８９】
　ステップＳ２～Ｓ３：ＣＰＵ２は、ＨＤＤ５に書き込まれたメタデータ及び所定のダミ
ー画像を表示し、メタデータのクリップを特定する（Ｓ２）。さらにＣＰＵ２は、これら
のクリップ全部に対し、素材データがＨＤＤ５にあるか否かを判断する（Ｓ３）。全ての
クリップに対して素材データがある場合、ステップＳ４に移行する。一部または全部のク
リップに素材データがない場合、後述するステップＳ７に移行する。
【００９０】
　ステップＳ４： ＣＰＵ２は、ステップＳ２で特定したクリップの素材データを、ＨＤ
Ｄ５から読み出し（Ｓ４）、図６に例示する編集画面を表示する。すなわち、各クリップ
とメタデータと素材データとを関連付けて表示する。さらにＣＰＵ２は、素材データの取
得状態を表示してもよい。ここでは、全素材データの取得状態は「取得済」として表示さ
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れる。
【００９１】
　ステップＳ５～Ｓ６：ＣＰＵ２は、編集画面上でコンテンツの編集に用いるクリップの
指定を受け付け、編集データを更新する（Ｓ５）。これを編集作業の終了が指示されるま
で繰り返し（Ｓ６）、クリップＩＤ、素材時間情報、及びコンテンツ時間情報を対応付け
た編集データを生成する。
【００９２】
　ステップＳ７：ＣＰＵ２は、ＨＤＤ５に書き込まれた素材データのクリップの一部また
は全部に素材データがない場合、前記図４に例示する指定画面上で素材データの取得設定
を受け付ける。取得設定及び素材データのないクリップのクリップＩＤは、ＲＡＭ４に一
時的に記憶される。
【００９３】
　ステップＳ８：ＣＰＵ２は、前記図６に例示する編集画面を表示する。この段階では、
ＣＰＵ２は、メタデータのみが取得されているクリップの状態として、状態「ＳＴＳ１」
を示すマーク「×」を表示する。
【００９４】
　ステップＳ９～Ｓ１０：ＣＰＵ２は、素材データの取得が要求されている場合（Ｓ９）
、編集画面のバックグラウンドで「素材データ取得処理」を起動させる（Ｓ１０）。素材
データ取得処理により、クリップの素材データを編集者の設定に従って取得し、取得状態
の変化を編集画面上に表示する。この処理については後述する。素材データの取得が不要
な場合、ステップＳ１１に移行する。
【００９５】
　ステップＳ１１～Ｓ１２：ＣＰＵ２は、素材データ取得処理と並列に、編集画面上での
コンテンツの指定の受付及び編集を開始し（Ｓ１１）、編集処理の終了が指示されるまで
コンテンツの編集を行う（Ｓ１２）。
【００９６】
　以上の処理により、メタデータを用いた編集作業を可能にする。光ディスクなどの記録
媒体からデータの読み取りを開始してから編集作業開始までの待ち時間を短縮し、編集作
業の速やかな開始を可能にすることができる。
【００９７】
　（２）素材データ取得処理
　図１０は、素材データ取得処理の流れの一例を示すフローチャートである。編集装置１
００のＣＰＵ２は、前記メインルーチンのステップＳ１０で素材データ取得処理が起動さ
れると、以下の処理を開始する。
【００９８】
　ステップＳ２１：ＣＰＵ２は、メインルーチンでＲＡＭ４に一時的に記憶されているク
リップのクリップＩＤを読み出す。
【００９９】
　ステップＳ２２：ＣＰＵ２は、ステップＳ２１で読み出したクリップＩＤの一つを処理
対象とする。ＣＰＵ２は、処理対象のクリップＩＤをキーに光ディスクを検索し、取得設
定により指定されている素材データの読み出しを開始する。
【０１００】
　ステップＳ２３：ＣＰＵ２は、編集画面に表示されている該当クリップの素材データの
取得状態を、「取得中」に変更する。例えば、取得しようとする素材データがプロキシデ
ータであれば、状態「ＳＴＳ３」を示すマークを、メインデータであれば状態「ＳＴＳ５
」を示すマークを、それぞれメタデータと対応付けて表示する。
【０１０１】
　ステップＳ２４：ＣＰＵ２は、取得中の素材データの取得割合を「０％」と表示する。
【０１０２】
　ステップＳ２５～Ｓ２６：ＣＰＵ２は、素材データの取得が完了するまで（Ｓ２５）、
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取得割合の表示を更新しながら（Ｓ２６）、素材データの取得を続行する。
【０１０３】
　ステップＳ２７：ＣＰＵ２は、取得が完了した素材データについて、取得状態の表示を
「取得済」に変更する。例えば、取得した素材データがプロキシデータであれば、状態「
ＳＴＳ２」を示すマークを、メインデータであれば状態「ＳＴＳ４」を示すマークを、そ
れぞれメタデータと対応付けて表示する。
【０１０４】
　ステップＳ２８：ＣＰＵ２は、一つのクリップＩＤについて素材データの取得が完了す
ると、他に素材データを取得すべきクリップがあるか否かを判断する。“Ｙｅｓ”と判断
すると、ステップＳ２２に戻り、他のクリップの素材データについてステップＳ２２～Ｓ
２７の処理を繰り返す。“Ｎｏ”と判断すると、本処理を終了する。
【０１０５】
　この処理により、編集作業のバックグラウンドでクリップの素材データを取得する。素
材データの取得完了を待たずに編集作業を開始できるのに加え、素材データの取得が完了
次第、その素材データを用いた編集が可能になるため、編集者の利便性がさらに向上する
。
【０１０６】
　＜その他の実施形態＞
　（Ａ）指定受付部２２は、素材データの取得設定を受け付ける場合に、素材データの種
類だけでなく、取り込み範囲の設定をさらに受け付けることができる。「取り込み範囲」
の選択肢としては、例えば下記の選択肢（１）～（３）やこれらの組み合わせが考えられ
る。
（１）全てのタイムライン上のクリップの素材データ
（２）現在編集対象のタイムライン上のクリップの素材データ
（３）クリップ指定ウインドウ上に示されているクリップの素材データ
　図１１及び図１２は、素材データの取得設定を受け付ける別の取得設定ウインドウ４３
への遷移例である。まず、図１１に例示するメニューウインドウで「プロキシクリップの
処理」が選択されると、図１２の「取得設定ウインドウ４３」が表示される。この例では
、素材データの種類として「ハイレゾデータのみ」が選択され、メインデータのみの取得
が設定されている。また取り込み範囲としては「タイムラインとビンの全て」が選択され
ている。これは、上記（１）及び（３）の選択肢の組み合わせに相当する。取得設定画面
上で受け付けた取得設定は、例えばデフォルトの取得設定としてＲＯＭ３に記憶され、そ
の後の編集作業に用いられる。
【０１０７】
　（Ｂ）前述した方法をコンピュータに実行させるコンピュータプログラム及びそのプロ
グラムを記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体は、本発明の範囲に含まれる。こ
こで、コンピュータ読み取り可能な記録媒体としては、例えば、フレキシブルディスク、
ハードディスク、ＣＤ－ＲＯＭ、ＭＯ、ＤＶＤ、ＤＶＤ－ＲＯＭ、ＤＶＤ－ＲＡＭ、ＢＤ
（Ｂｌｕ－ｒａｙ　Ｄｉｓｃ）、半導体メモリを挙げることができる。
【０１０８】
　前記コンピュータプログラムは、前記記録媒体に記録されたものに限られず、電気通信
回線、無線又は有線通信回線、インターネットを代表とするネットワーク等を経由して伝
送されるものであってもよい。
【産業上の利用可能性】
【０１０９】
　本発明は、動画像データや音声データを編集する編集装置に適用可能である。
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