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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１の編集装置、前記第１の編集装置と接続された第２の編集装置と、前記第１の編集
装置および前記第２の編集装置に接続され、ディスク記録媒体を有するおよび／またはデ
ィスク記録媒体が装荷されるデータ処理装置を有するデータ処理システムにおけるデータ
処理方法であって、
　前記第１の編集装置が、第１の編集内容および第２の編集内容を示す第１の編集データ
を基に、当該第１の編集データで指定された素材データに対して前記第１の編集内容に応
じた編集処理を行って第１の素材データを生成する第１の工程と、
　前記第１の編集装置が、前記第１の工程で生成した前記第１の素材データを識別する識
別データを生成し、前記第１の素材データと、前記生成した識別データとを前記データ処
理装置に出力する第２の工程と、
　前記データ処理装置が、前記第１の工程で生成された前記第１の素材データを受信して
前記ディスク記録媒体内の所定の格納場所に格納し、前記第２の工程において前記第１の
編集装置から出力された前記識別データと前記格納場所とを対応付けて示す管理データを
生成する第３の工程と、
　前記第１の編集装置が、前記第１の編集データに対して、前記第２の工程において生成
されて出力された前記識別データを付加して第２の編集データを生成し、当該第２の編集
データを前記第２の編集装置に出力する第４の工程と、
　前記第２の編集装置が、前記第４の工程において前記第１の編集装置から出力された前
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記第２の編集データを基に、当該第２の編集データで指定された素材データに対して前記
第２の編集内容に応じた編集処理を行って第２の素材データを生成する第５の工程と、
　前記第２の編集装置が、前記第４の工程において前記第２の編集データを生成したとき
に前記第１の編集データに付加された前記識別データを指定した要求を前記データ処理装
置に出力する第６の工程と、
　前記データ処理装置が、前記第３の工程で生成された前記管理データを基に、前記第６
の工程において前記第２の編集装置から出力された前記要求によって指定された前記識別
データに対応する前記格納場所から前記第１の素材データを取得して前記第２の編集装置
に提供する第７の工程と
　を有するデータ処理方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
　本発明は、編集データを基に素材データを編集するデータ処理方法およびそのシステム
に関する。
【０００２】
【従来の技術】
　例えば、下記特許文献１に記載されているように、動画像をデジタル化した素材データ
を、カット・アンド・ペーストなどでノンリニア編集し、編集後の素材データをメディア
に記録する編集システムがある。
　このような編集システムに用いられる編集装置では、例えば、素材データの編集内容を
示す編集リストＥＰＬ(Edit Procedure List) を生成する。
　当該編集リストには、素材データをユニークに識別する識別データＵＭＩＤ(Unique Ma
terial Identifier)と、素材データの編集の開始点および終了点を時間で示すタイムコー
ド、並びに編集操作などの情報が記述されている。
　このような編集リストＥＰＬを取得した他の編集装置は、例えば、編集リストＥＰＬに
記述された識別データＵＭＩＤを基に、編集対象とする素材データを取得する必要がある
。
【０００３】
【非特許文献１】
　特開２００２－３００５２２号公報
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
　しかしながら、識別データＵＭＩＤは、単に、素材データをユニークに識別するもので
あるため、識別データＵＭＩＤのみでは、上記他の編集装置は、素材データの保管場所を
直接知ることができず、当該素材データを得られないという問題がある。
　識別データＵＭＩＤの記述を含む編集リストＯＤ－ＥＤＬ（Ｏｐｔｉｃａｌ　Ｄｉｓｃ
　ＥＤＬ）を基に、光ディスクを用いた編集を行う場合にも同様な問題がある。
【０００５】
　本発明はかかる事情に鑑みてなされたものであり、本発明は、編集対象の素材データを
識別する識別データを含む編集データを基に編集を行う場合に、識別データを基に素材デ
ータを適切に取得できるデータ処理方法およびそのシステムを提供することを目的とする
。
【０００６】
【課題を解決するための手段】
　本発明によれば、第１の編集装置、前記第１の編集装置と接続された第２の編集装置と
、前記第１の編集装置および前記第２の編集装置に接続され、ディスク記録媒体を有する
および／またはディスク記録媒体が装荷されるデータ処理装置を有するデータ処理システ
ムにおけるデータ処理方法であって、
　前記第１の編集装置が、第１の編集内容および第２の編集内容を示す第１の編集データ
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を基に、当該第１の編集データで指定された素材データに対して前記第１の編集内容に応
じた編集処理を行って第１の素材データを生成する第１の工程と、
　前記第１の編集装置が、前記第１の工程で生成した前記第１の素材データを識別する識
別データを生成し、前記第１の素材データと、前記生成した識別データとを前記データ処
理装置に出力する第２の工程と、
　前記データ処理装置が、前記第１の工程で生成された前記第１の素材データを受信して
前記ディスク記録媒体内の所定の格納場所に格納し、前記第２の工程において前記第１の
編集装置から出力された前記識別データと前記格納場所とを対応付けて示す管理データを
生成する第３の工程と、
　前記第１の編集装置が、前記第１の編集データに対して、前記第２の工程において生成
されて出力された前記識別データを付加して第２の編集データを生成し、当該第２の編集
データを前記第２の編集装置に出力する第４の工程と、
　前記第２の編集装置が、前記第４の工程において前記第１の編集装置から出力された前
記第２の編集データを基に、当該第２の編集データで指定された素材データに対して前記
第２の編集内容に応じた編集処理を行って第２の素材データを生成する第５の工程と、
　前記第２の編集装置が、前記第４の工程において前記第２の編集データを生成したとき
に前記第１の編集データに付加された前記識別データを指定した要求を前記データ処理装
置に出力する第６の工程と、
　前記データ処理装置が、前記第３の工程で生成された前記管理データを基に、前記第６
の工程において前記第２の編集装置から出力された前記要求によって指定された前記識別
データに対応する前記格納場所から前記第１の素材データを取得して前記第２の編集装置
に提供する第７の工程と
　を有するデータ処理方法が提供される。
【０００８】
　好ましくは、データ処理方法は、前記第２の編集装置が、前記第１の工程で生成された
前記編集データを基に、前記第４の工程で取得した前記素材データを編集する第５の工程
をさらに有する。
【００１２】
【発明の実施の形態】
　以下、本発明の実施形態に係わる編集システムについて説明する。
　第１実施形態
　当該実施形態は、第１および第２の発明に対応した実施形態である。
　図１は、本実施形態に係わる編集システム１の全体構成図である。
　図１に示すように、編集システム１は、例えば、光ディスク装置４、編集装置５、編集
装置６および光ディスク装置７を有する。
　ここで、光ディスク装置４が第１および第２の発明の第１のデータ処理装置に対応し、
編集装置５が第１および第２発明の第１の編集装置に対応し、編集装置６が第１および第
２の発明の第２の編集装置に対応し、光ディスク装置７が第１および第２発明の第２のデ
ータ処理装置に対応している。
【００１３】
　本実施形態では、編集装置５が、素材データＭＡＴの編集を行い、その編集内容と、素
材データＭＡＴの識別データＵＭＩＤとを示す編集リストＯＤ－ＥＤＬを生成し、これを
編集装置６に提供する。
　ここで、上述したように、識別データＵＭＩＤの記述を含む編集リストＯＤ－ＥＤＬ（
Ｏｐｔｉｃａｌ　Ｄｉｓｃ　ＥＤＬ）は、光ディスクを用いた編集に使用される編集リス
トである。
　また、光ディスク装置４が、素材データＭＡＴの識別データＵＭＩＤと、当該素材デー
タＭＡＴのファイル名とを対応付けて示す管理データＭＤを交換可能な光ディスク８に記
録する。また、光ディスク装置４は、素材データＭＡＴを光ディスク８に記録する。
　そして、交換可能な光ディスク８が、光ディスク装置７にセット（装荷、ローディング
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）される。
　また、編集装置６が、編集装置５で生成した、素材データＭＡＴの編集内容と、素材デ
ータＭＡＴの識別データＵＭＩＤとを示す、編集リストＯＤ－ＥＤＬを基に、識別データ
ＵＭＩＤを指定した要求ＲＥＱを光ディスク装置７に出力する。
　光ディスク装置７は、装荷された光ディスク８に記録されている、素材データＭＡＴの
識別データＵＭＩＤと当該素材データＭＡＴのファイル名とを対応付けて示す管理データ
ＭＤを基に、上記要求ＲＥＱで指定された素材データＭＡＴのファイル名を取得し、当該
ファイル名（本発明の格納場所）を用いて光ディスク８から素材データＭＡＴを読み出し
、これを編集装置６に出力する。
　編集装置６は、編集リストＯＤ－ＥＤＬを基に、光ディスク装置７から入力した素材デ
ータＭＡＴを編集する。
【００１４】
　光ディスク装置４は、ＤＶＤ(Digital Versatile Disk)およびＣＤ(Compact Disc)など
の光ディスクなどの記録媒体からカメラ３によって生成された素材データＭＡＴの読み出
し、当該素材データＭＡＴの再生、管理データＭＤの生成、並びに、当該管理データＭＤ
および素材データＭＡＴの光ディスク８への書き込みなどを行う。
　光ディスク８は、例えば、光ディスク装置７に提供される。
　本実施形態において、素材データＭＡＴは、例えば、動画像などのビデオデータ、並び
にオーディオデータなどである。
　具体的には、光ディスク装置４は、図２に示すように、再生した素材データＭＡＴに対
して編集装置５から入力した識別データＵＭＩＤと、当該素材データＭＡＴを光ディスク
８に記録する際に用いる当該素材データＭＡＴのファイル名とを対応付けて示す上記管理
データＭＤを生成する。
　当該ファイル名は、例えば、光ディスク８、並びに光ディスク８上での素材データＭＡ
Ｔの記録アドレスを特定するために用いられる。
【００１５】
　ここで、識別データＵＭＩＤは、例えば、ＳＭＰＴＥ(Society of Motion Picture and
 Television Engineers)規格に基づいており、図３に示すデータフォーマットを有してい
る。
　図３に示すように、識別データＵＭＩＤは、ユニバーサル・ラベルＵＬ、データ長Ｌ、
インスタンス番号ＩＮ＿Ｎおよび素材番号ＭＡＴ＿Ｎを有する３２ビットのデータである
。
　ユニバーサル・ラベルＵＬは、そのバイト列が識別データＵＭＩＤであることを示す固
有識別子である。
　データ長は、ユニバーサル・ラベルＵＬに続く１バイトで、それに続くデータ長をバイ
ト単位で示している。
　インスタンス番号ＩＮ＿Ｎは、例えば、３バイトであり、それに続く素材番号ＭＡＴ＿
Ｎの特性を示している。
　素材番号ＭＡＴ＿Ｎは、例えば、１６バイトであり、グローバル・ユニークな値をとる
。
【００１６】
　編集装置５は、例えば、ユーザの編集操作に応じて、光ディスク装置４で再生された素
材データＭＡＴを基に編集を行い、当該編集の内容を示す編集内容情報を含む編集リスト
ＯＤ－ＥＤＬを生成し、これを編集装置６に出力する。
　また、編集装置５は、当該編集に用いた素材データＭＡＴをユニークに識別する識別デ
ータＵＭＩＤを生成する。
　上記編集内容情報には、編集に用いた素材データの識別データＵＭＩＤ、素材データの
編集の開始点および終了点を時間で示すタイムコード、並びに編集操作などの情報が含ま
れる。
　編集装置５は、上記識別データＵＭＩＤを光ディスク装置４に出力する。
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【００１７】
　編集装置６は、編集装置５から入力した編集リストＯＤ－ＥＤＬを基に、素材データＭ
ＡＴの編集を行う。
　具体的には、編集装置６は、編集装置５から入力した編集リストＯＤ－ＥＤＬに含まれ
る編集内容情報に記述された識別データＵＭＩＤを指定した要求ＲＥＱを、光ディスク８
が装荷された光ディスク装置７に出力する。
　そして、編集装置６は、上記要求ＲＥＱに応じて光ディスク８が装荷された光ディスク
装置７から入力した素材データＭＡＴを用いて編集を行う。
【００１８】
　光ディスク装置７は、光ディスク８から読み出した図２に示す管理データＭＤを内部メ
モリに格納する。
　光ディスク装置７は、編集装置６から入力した要求ＲＥＱによって指定された識別デー
タＵＭＩＤに対応する素材データＭＡＴのファイル名を、上記内部メモリに格納した管理
データＭＤを基に取得する。すなわちリゾルブ(Resolve) を行う。
　光ディスク装置７は、上記素材データＭＡＴのファイル名を基に、光ディスク８から素
材データＭＡＴを読み出した素材データＭＡＴを編集装置６に出力する。
【００１９】
　以下、図１に示す編集システム１の動作例を説明する。
　図４および図５は、図１に示す編集システム１の動作例を説明するためのフローチャー
トである。
　図４および図５において、ステップＳＴ１，ＳＴ２が第１の発明の第１の工程に対応し
、ステップＳＴ４が第１の発明の第２の工程に対応し、ステップＳＴ８が第１の発明の第
３の工程に対応し、ステップＳＴ９，ＳＴ１０が第１の発明の第４の工程に対応している
。
　ステップＳＴ１：
　カメラ３を用いて撮像およびオーディオ入力された素材データを記録した光ディスクな
どの記録媒体が、光ディスク装置４にセットされる。
　光ディスク装置４は、例えば、編集装置５からの指示に応じて上記セットされた記録媒
体から読み出した素材データＭＡＴを再生する。
　編集装置５は、素材データＭＡＴの識別データＵＭＩＤを生成する。
　編集装置５のユーザは、光ディスク装置４で再生された素材データＭＡＴの再生画像を
見ながら、編集装置５を用いて編集操作を行い、編集装置５はその編集内容と上述した識
別データＵＭＩＤを含む編集リストＯＤ－ＥＤＬを生成する。
　ステップＳＴ２：
　編集装置５は、ステップＳＴ１で生成した上記編集リストＯＤ－ＥＤＬを編集装置６に
出力する。
　ステップＳＴ３：
　編集装置５は、上記生成した識別データＵＭＩＤを光ディスク装置４に出力する。
【００２０】
　ステップＳＴ４：
　光ディスク装置４は、ステップＳＴ３で編集装置５から入力した識別データＵＭＩＤと
、当該素材データＭＡＴのファイル名とを対応付けて示す図２の管理データＭＤを生成す
る。
　ステップＳＴ５：
　光ディスク装置４は、ステップＳＴ１で再生した素材データＭＡＴと、ステップＳＴ４
で生成した管理データＭＤとを光ディスク８に記録する。
　ステップＳＴ６：
　ステップＳＴ５で得られた光ディスク８を光ディスク装置７にセット（装荷）する。
　光ディスク装置７は、光ディスク８から読み出した図２に示す管理データＭＤを例えば
内部メモリに格納する。
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【００２１】
　ステップＳＴ７：
　編集装置６は、ステップＳＴ２で編集装置５から入力した編集リストＯＤ－ＥＤＬに記
述された識別データＵＭＩＤを指定した要求ＲＥＱを光ディスク装置７に出力する。
　編集装置６による要求ＲＥＱの出力は、例えば、ＦＴＰ(File Transfer Protocol)など
の汎用プロトコルを基に行われる。
　ステップＳＴ８：
　光ディスク装置７は、ステップＳＴ７で入力した要求ＲＥＱによって指定された識別デ
ータＵＭＩＤに対応する素材データＭＡＴのファイル名を、ステップＳＴ６で内部メモリ
に格納した図２に示す管理データＭＤを基に取得する、すなわちリゾルブ(Resolve) を行
う。
　ステップＳＴ９：
　光ディスク装置７は、ステップＳＴ８で取得した素材データＭＡＴのファイル名を基に
、光ディスク８から素材データＭＡＴを読み出す。
【００２２】
　ステップＳＴ１０：
　光ディスク装置７は、ステップＳＴ９で光ディスク８から読み出した素材データＭＡＴ
を編集装置６に出力する。
　ステップＳＴ１１：
　編集装置６は、ステップＳＴ２で編集装置５から入力した編集リストＯＤ－ＥＤＬを基
に、ステップＳＴ１０で光ディスク装置７から入力した素材データＭＡＴの編集を行う。
【００２３】
　以上説明したように、編集システム１によれば、編集装置６は、識別データＵＭＩＤを
基に素材データＭＡＴを指定した編集リストＯＤ－ＥＤＬを受けた場合に、当該識別デー
タＵＭＩＤを指定した要求ＲＥＱを光ディスク装置７に出力すれば、光ディスク装置７が
管理データＭＤを基に当該識別データＵＭＩＤに対応する素材データＭＡＴのファイル名
を取得し、光ディスク８から読み出した素材データＭＡＴを編集装置６に提供する。
　そのため、識別データＵＭＩＤを含む編集リストＯＤ－ＥＤＬを基に、編集装置６が素
材データＭＡＴを適切に取得できる。
【００２４】
　第２実施形態
　上述した実施形態では、図２に示す管理データＭＤを基に識別データＵＭＩＤから素材
データＭＡＴのファイル名を取得する機能（リゾルブ機能）を光ディスク装置７が有する
場合を例示した。
　本実施形態では、当該リゾルブ機能を、ゲートウェイＧＷに持たせる場合を例示する。
　図６は、本実施形態に係わる編集システム２１の構成図である。
　図６に示すように、編集システム２１は、例えば、Ｔ（Ｔは１以上の整数）個の光ディ
スク装置２４＿１～２４＿Ｔと、Ｓ（Ｓは１以上の整数）個の編集装置２５＿１～２５＿
Ｓと、ゲートウェイＧＷとを有する。
【００２５】
　編集装置２５＿１～２５＿Ｓは、例えば、前述した第１実施形態の編集装置５あるいは
編集装置６の機能を有する。
　また、光ディスク装置２４＿１～２４＿Ｔは、例えば、ゲートウェイＧＷから指定され
た素材データＭＡＴのファイル名を基に、光ディスクなどの記録媒体から読み出した素材
データＭＡＴをゲートウェイＧＷに出力する。
【００２６】
　ゲートウェイＧＷは、例えば、編集装置２５＿１～２５＿Ｓと、光ディスク装置２４＿
１～２４＿Ｔとの間に介在し、上述したリゾルブ機能を有する。
　具体的には、ゲートウェイＧＷは、素材データＭＡＴの識別データＵＭＩＤと、当該素
材データＭＡＴが光ディスク装置２４＿１～２４＿Ｔのいずれに存在するか（格納場所）
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を示すファイル名とを対応付けて示す図２に示す管理データＭＤを生成および保持する。
　ゲートウェイＧＷは、編集装置２５＿１～２５＿Ｓから識別データＵＭＩＤを指定した
要求ＲＥＱをＦＴＰなどで受けると、上記管理データＭＤを基に、そのファイル名を取得
し、そのフィアル名に対応する光ディスク装置２４＿１～２４＿Ｔに対して、当該ファイ
ル名を指定した読み出し要求Ｒ＿ＲＥＱを出力する。
　そして、ゲートウェイＧＷは、上記読み出し要求Ｒ＿ＲＥＱに応じて、光ディスク装置
２４＿１～２４＿Ｔから読み出された素材データＭＡＴを、上記要求ＲＥＱの出力元であ
る編集装置２５＿１～２５＿Ｓに出力する。
　本実施形態によっても第１実施形態と同様の効果が得られる。
【００２７】
　第３実施形態
　当該実施形態は、第３の発明に対応した実施形態である。
　当該実施形態では、編集リストＯＤ－ＥＤＬ１内に複数の編集内容が記述されている場
合に、それらを異なる編集装置で編集し、最終的に編集結果を関連付ける場合を説明する
。
　図７は、本実施形態の編集システム３１の構成図である。
　図７に示すように、編集システム３１は、例えば、光ディスク装置３４および編集装置
３５＿１，３５＿２を有する。
　本実施形態において、編集装置３５＿１が第３の発明の第１の編集装置に対応し、光デ
ィスク装置３４が第３の発明のデータ処理装置に対応し、編集装置３５＿２が第３の発明
の第２の編集装置に対応している。
　ここで、編集装置３５＿１は、後述する編集内容情報Ｂに応じた編集処理に対して、編
集内容情報Ａ，Ｃに応じた編集処理に比べて高い処理能力を有する。
　また、編集装置３５＿２は、後述する編集内容情報Ａ，Ｃに応じた編集処理に対して、
編集内容情報Ｂに応じた編集処理に比べて高い処理能力を有する。
【００２８】
　図８および図９は、図７に示す編集システム３１の動作例を説明するためのフローチャ
ートである。
　図８および図９において、ステップＳＴ２２が第３の発明の第１の工程に対応し、ステ
ップＳＴ２３，ＳＴ２４が第３の発明の第２の工程に対応し、ステップＳＴ２５が第３の
発明の第３の工程に対応し、ステップＳＴ２６が第３の発明の第４の工程に対応し、ステ
ップＳＴ２７が第３の発明の第５の工程に対応し、ステップＳＴ２８が第３の発明の第６
の工程に対応し、ステップＳＴ２９が第２３の発明の第７の工程に対応している。
【００２９】
　ステップＳＴ２１：
　編集装置３５＿１が、編集リストＯＤ－ＥＤＬ１を入力する。
　ステップＳＴ２２：
　編集装置３５＿１が、ステップＳＴ２１で入力した編集リストＯＤ－ＥＤＬ１に記述さ
れた編集内容情報Ｂを基に、当該編集内容情報Ｂで指定された素材データを、当該編集内
容情報Ｂで指定された編集操作で編集して素材データＭＡＴ＿Ｂを生成する。
　ステップＳＴ２３：
　編集装置３５＿１は、素材データＢの識別データＵＭＩＤ＿Ｂを生成する。
【００３０】
　ステップＳＴ２４：
　編集装置３５＿１は、ステップＳＴ２２で生成した素材データＭＡＴ＿Ｂと、ステップ
ＳＴ２３で生成した識別データＵＭＩＤ＿Ｂとを関連付けて光ディスク装置３４に出力（
登録）する。
　ステップＳＴ２５：
　光ディスク装置３４は、ステップＳＴ２４で入力した素材データＭＡＴ＿Ｂと識別デー
タＵＭＩＤ＿Ｂとを対応付けて示す管理データＭＤを生成する。
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　ステップＳＴ２６：
　編集装置３５＿１は、ステップＳＴ１の編集リストＯＤ－ＥＤＬ１にステップＳＴ２３
で生成した識別データＵＭＩＤ＿Ｂを付加した新たな編集リストＯＤ－ＥＤＬ２を生成す
る。
　編集装置３５＿１は、編集リストＯＤ－ＥＤＬ２を編集装置３５＿２に出力する。
【００３１】
　ステップＳＴ２７：
　編集装置３５＿２が、ステップＳＴ２６で入力した編集リストＯＤ－ＥＤＬ２に記述さ
れた編集内容情報Ａ，Ｃを基に、当該編集内容情報Ａ，Ｃで指定された素材データを、当
該編集内容情報Ｂで指定された編集操作で編集して素材データＭＡＴ＿Ａ，ＭＡＴ＿Ｃを
生成する。
　ステップＳＴ２８：
　編集装置３５＿２が、ステップＳＴ２６で入力した編集リストＯＤ－ＥＤＬ２に記述さ
れた識別データＵＭＩＤ＿Ｂを指定した要求ＲＥＱを光ディスク装置３４に出力する。
　ステップＳＴ２９：
　光ディスク装置３４は、ステップＳＴ２８で入力した要求ＲＥＱによって指定された識
別データＵＭＩＤ＿Ｂに対応するファイル名を、ステップＳＴ２５で生成した管理データ
ＭＤを基に取得する。
　そして、光ディスク装置３４は、当該ファイル名を用いてステップＳＴ２４で登録され
た素材データＭＡＴ＿Ｂを読み出し、これを編集装置３５＿２に出力する。
　編集装置３５＿２は、ステップＳＴ２６で生成した素材データＭＡＴ＿Ａ，ＭＡＴ＿Ｃ
と、光ディスク装置３４から入力した素材データＭＡＴ＿Ｂとを関連付ける。
【００３２】
　以上説明したように、編集システム３１によれば、編集リストＯＤ－ＥＤＬ１内に記述
された編集内容情報Ａ，Ｂ，Ｃに応じた処理を、それぞれの編集処理に対して高い処理能
力を持つ編集装置を用いて効率に行うことができる。
　また、編集システム３１によれば、素材データＭＡＴ＿Ｂに対して識別データＵＭＩＤ
＿Ｂを付し、編集装置３５＿２が識別データＵＭＩＤ＿Ｂを基に素材データＭＡＴ＿Ｂを
適切に取得し、素材データＭＡＴ＿Ａと素材データＭＡＴ＿Ｂとを適切に関連付けること
ができる。
【００３３】
　本発明は上述した実施形態には限定されない。
　上述した実施形態では、本発明の編集データとして、編集リストＯＤ－ＥＤＬを例示し
たが、編集リストＥＰＬを用いてもよい。
　また、上述した第３実施形態において、例えば、編集装置３５＿１が、図８に示すステ
ップＳＴ２１において、編集リストＯＤ－ＥＤＬ１から、編集内容情報Ｂのみを抽出した
編集リストＯＤ－ＥＤＬ３を生成し、これを基に編集内容情報Ｂに応じた編集を行うよう
にしてもよい。
　この場合に、光ディスク装置３４において、編集リストＯＤ－ＥＤＬ３と、識別データ
ＵＭＩＤ＿Ｂとを対応付けることで、編集装置３５＿２は、光ディスク装置３４から素材
データＭＡＴ＿Ｂを取得できる。
【００３４】
【発明の効果】
　本発明によれば、編集対象の素材データを識別する識別データを含む編集データを基に
編集を行う場合に、識別データを基に素材データを適切に取得できるデータ処理方法およ
びそのシステムを提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】　図１は、本発明の第１実施形態に係わる編集システムの全体構成図である。
【図２】　図２は、本発明の実施形態に係わる管理データＭＤを説明するための図である
。
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【図３】　図３は、本発明の実施形態に係わる識別データＵＭＩＤを説明するための図で
ある。
【図４】　図４は、本発明の第１実施形態に係わる編集システムの動作例を説明するため
のフローチャートである。
【図５】　図５は、本発明の第１実施形態に係わる編集システムの動作例を説明するため
の図４の続きのフローチャートである。
【図６】　図６は、本発明の第２実施形態に係わる編集システムの全体構成図である。
【図７】　図７は、本発明の第３実施形態に係わる編集システムの全体構成図である。
【図８】　図８は、本発明の第３実施形態に係わる編集システムの動作例を説明するため
のフローチャートである。
【図９】　図９は、本発明の第３実施形態に係わる編集システムの動作例を説明するため
の図８の続きのフローチャートである。
【符号の説明】
　１…編集システム、３…カメラ、４…光ディスク装置、５…編集装置、６…編集装置、
７…光ディスク装置、ＭＤ…管理データ、ＵＭＩＤ…識別データ、２４＿１～２４＿Ｔ…
光ディスク装置、２５＿１～２５＿Ｓ…編集装置、ＧＷ…ゲートウェイ、３４…光ディス
ク装置、３５＿１，３５＿２…編集装置、ＯＤ－ＥＤＬ…編集リスト

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図９】
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