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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　編集対象のクリップ単位のデータの所定の区間に新たなデータを挿入し、前記新たなデ
ータの後に前記所定の区間の挿入前のデータを含む前記編集対象のクリップのうちの先頭
のクリップ以外のクリップのデータを接続する編集であるこじあけ編集を行う編集装置に
おいて、
　前記所定の区間を挿入区間として指定する指定手段と、
　前記新たなデータのうち、前記先頭のクリップに挿入されるデータである第１のデータ
を、前記編集対象のクリップ単位のデータを記録する記録媒体の前記挿入区間の開始位置
から前記先頭のクリップの終端までのデータが記録される領域に上書きし、前記新たなデ
ータのうちの前記第１のデータ以外のデータである第２のデータを、前記記録媒体の未記
録領域に記録するように制御する記録制御手段と、
　こじあけ編集後のデータの再生順序を表す順序情報を生成する生成手段と
　を備え、
　前記生成手段は、前記挿入区間の開始位置までの前記編集対象のクリップ単位のデータ
、前記新たなデータ、前記先頭のクリップの終端より後ろの前記編集対象のクリップ単位
のデータの順に再生するように、前記順序情報を生成し、
　前記記録制御手段は、前記新たなデータを、前記先頭のクリップのこじあけ編集後のク
リップとして記録させる
　編集装置。
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【請求項２】
　編集モードを、前記こじあけ編集を行うこじあけモード、または、前記編集対象のクリ
ップ単位のデータの前記挿入区間に前記新たなデータを上書きする編集である上書き編集
を行う上書き編集モードに設定する設定手段
　をさらに備え、
　前記記録制御手段は、前記編集モードが前記こじあけモードである場合、前記新たなデ
ータのうち、前記第１のデータを前記記録媒体の前記挿入区間の開始位置から前記先頭の
クリップの終端までのデータが記録される領域に上書きし、前記第２のデータを前記記録
媒体の未記録領域に記録するように制御し、前記編集モードが前記上書きモードである場
合、前記新たなデータを前記記録媒体の前記挿入区間のデータが記録される領域に上書き
するように制御し、
　前記生成手段は、前記編集モードが前記こじあけモードである場合、前記挿入区間の開
始位置までの前記編集対象のクリップ単位のデータ、前記新たなデータ、前記先頭のクリ
ップの終端より後ろの前記編集対象のクリップ単位のデータの順に再生するように、前記
順序情報を生成し、前記編集モードが前記上書きモードである場合、前記挿入区間の開始
位置までの前記編集対象のクリップ単位のデータ、前記新たなデータ、前記挿入区間の終
了位置からの前記編集対象のクリップ単位のデータの順に再生するように、前記順序情報
を生成し、
　前記記録制御手段は、前記編集モードがこじあけモードである場合、前記新たなデータ
を、前記先頭のクリップのこじあけ編集後のクリップとして記録させる
　請求項１に記載の編集装置。
【請求項３】
　編集対象のクリップ単位のデータの所定の区間に新たなデータを挿入し、前記新たなデ
ータの後に前記所定の区間の挿入前のデータを含む前記編集対象のクリップのうちの先頭
のクリップ以外のクリップのデータを接続する編集であるこじあけ編集を行う編集装置の
編集方法において、
　前記所定の区間を挿入区間として指定し、
　前記新たなデータのうち、前記先頭のクリップに挿入されるデータである第１のデータ
を、前記先頭のクリップのこじあけ編集後のクリップとして、前記編集対象のクリップ単
位のデータを記録する記録媒体の前記挿入区間の開始位置から前記先頭のクリップの終端
までのデータが記録される領域に上書きし、前記新たなデータのうちの前記第１のデータ
以外のデータである第２のデータを、前記先頭のクリップのこじあけ編集後のクリップと
して前記記録媒体の未記録領域に記録するように制御し、
　前記挿入区間の開始位置までの前記編集対象のクリップ単位のデータ、前記新たなデー
タ、前記先頭のクリップの終端より後ろの前記編集対象のクリップ単位のデータの順に再
生するように、こじあけ編集後のデータの再生順序を表す順序情報を生成する
　ステップを含む編集方法。
【請求項４】
　編集対象のクリップ単位のデータの所定の区間に新たなデータを挿入し、前記新たなデ
ータの後に前記所定の区間の挿入前のデータを含む前記編集対象のクリップのうちの先頭
のクリップ以外のクリップのデータを接続する編集であるこじあけ編集を行う処理を、コ
ンピュータに行わせるプログラムにおいて、
　前記所定の区間を挿入区間として指定し、
　前記新たなデータのうち、前記先頭のクリップに挿入されるデータである第１のデータ
を、前記先頭のクリップのこじあけ編集後のクリップとして、前記編集対象のクリップ単
位のデータを記録する記録媒体の前記挿入区間の開始位置から前記先頭のクリップの終端
までのデータが記録される領域に上書きし、前記新たなデータのうちの前記第１のデータ
以外のデータである第２のデータを、前記先頭のクリップのこじあけ編集後のクリップと
して前記記録媒体の未記録領域に記録するように制御し、
　前記挿入区間の開始位置までの前記編集対象のクリップ単位のデータ、前記新たなデー
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タ、前記先頭のクリップの終端より後ろの前記編集対象のクリップ単位のデータの順に再
生するように、こじあけ編集後のデータの再生順序を表す順序情報を生成する
　ステップを含むプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、編集装置および編集方法、並びにプログラムに関し、特に、挿入区間に複数
のファイルの一部または全部が含まれる場合、その挿入区間に含まれる先頭のファイルが
新たなデータにより上書きされ、先頭のファイル以外のファイルはそのまま保護されたよ
うに、編集結果を再生することができるようにした編集装置および編集方法、並びにプロ
グラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、VTR(Video Tape Recorder)において、アセンブル編集、インサート編集などのリ
ニア編集が行われている。
【０００３】
　ここで、図１Ａ乃至図１Ｅを参照して、リニア編集について説明する。
【０００４】
　なお、図１Ａ乃至図１Ｅでは、撮影の結果得られたクリップがテープに記録されるもの
とする。ここで、クリップとは、例えば、１回の撮影処理（撮影開始から撮影終了までの
撮影処理）により得られた画像データ、その画像データに対応する音声データ等の集合体
を指す。また、クリップ＃ｉとは、ｉ回目の撮影処理により得られたクリップを表してい
る。
【０００５】
　図１Ａに示すように、再生時間が１０秒であるクリップ＃１が記録されている場合に、
ユーザが、再生時間が１０秒であるクリップ＃２をアセンブル編集するとき、ユーザは、
例えば、編集区間のイン点として、クリップ＃１の終端の、編集結果に対するタイムコー
ド(以下、編集結果タイムコードという)を表す終端位置を指定し、アウト点として、イン
点からクリップ＃２の再生時間である１０秒後の編集結果タイムコードを指定する。この
場合、図１Ｂに示すように、クリップ＃１の終端に続いて、シーケンシャルに、クリップ
＃２が先頭から終端まで記録される。
【０００６】
　また、ユーザは、アセンブル編集を行うとき、イン点として、記録済みのクリップのう
ちの先頭の編集結果タイムコードを表す先頭位置が最後のクリップの途中の編集結果タイ
ムコードを指定することもできる。
【０００７】
　例えば、図１Ｂに示したように、クリップ＃１とクリップ＃２が記録されている場合に
、ユーザが、再生時間が１２秒であるクリップ＃３をアセンブル編集するとき、編集区間
のイン点として、クリップ＃２の開始位置から８秒後の編集結果タイムコードを指定し、
アウト点として、イン点からクリップ＃３の再生時間である１２秒後の編集結果タイムコ
ードを指定すると、図１Ｃに示すように、クリップ＃２の開始位置の８秒後から、終端位
置までの区間が、クリップ＃３により上書きされる。
【０００８】
　即ち、クリップ＃２の再生時間は８秒となる。従って、テープの連続再生が行われると
、テープ上の記録順、即ちクリップ＃１、クリップ＃２、クリップ＃３の順にクリップが
再生され、クリップ＃１の再生が開始してから、１８秒後にクリップ＃３が再生される。
【０００９】
　一方、図１Ｃに示したようにクリップ＃１乃至クリップ＃３が記録されている場合に、
ユーザがインサート編集を行うとき、ユーザは、新たなデータをインサート(挿入)させる
挿入区間を編集区間として、その編集区間の開始位置の編集結果タイムコードをイン点と
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して指定し、終了位置の編集結果タイムコードをアウト点として指定する。この場合、編
集区間が、挿入対象のクリップにより上書きされる。
【００１０】
　例えば、編集区間が、クリップ＃２の開始位置から終端位置までの間の区間である場合
、図１Ｄに示すように、編集区間が上書きされる。また、編集区間のイン点が、クリップ
＃２の開始位置から終端位置までの間の区間にあり、アウト点が、クリップ＃３の開始位
置から終端位置までの区間にある場合、即ち編集区間が２個のクリップにまたがっている
場合も、図１Ｅに示すように、編集区間が上書きされる。即ち、クリップ＃２のイン点か
ら終端までの区間と、クリップ＃３の先頭からアウト点までの区間とが上書きされる。
【００１１】
　以上のように、インサート編集が行われる場合、編集区間が上書きされるので、編集前
後で、各クリップの開始位置と終了位置の編集結果タイムコードは変化しない。例えば、
図１Ｄや図１Ｅに示すように、インサート編集が行われた場合であっても、クリップ＃１
の再生が開始してから、１８秒後にクリップ＃３が再生される。
【００１２】
　また、近年、ディスクなどの記録媒体にファイルとして記録されたクリップに対して、
ノンリニア編集を行う装置も普及している。このようなノンリニア編集を行う装置は、編
集結果を構成するデータの再生順序を表す編集リストを生成し、その編集リストを参照し
て編集結果を再生する。
【００１３】
　図２は、編集リストの一例を示している。
【００１４】
　図２の編集リストには、再生順に上からクリップを特定する情報(図２の例では、「ク
リップ＃ｉ」)が記述され、その情報に対応して、編集結果に含まれる各クリップの区間
の開始位置と終了位置を表す、各クリップに対するタイムコード(以下、クリップタイム
コードという)が記述されている。
【００１５】
　図２の編集リストによれば、クリップ＃１のクリップタイムコードが１秒から１１秒ま
での区間、クリップ＃２のクリップタイムコードが１秒から９秒までの区間、クリップ＃
３のクリップタイムコードが３秒から１５秒までの区間が順に、編集結果として再生され
る。
【００１６】
　即ち、図３に示すように、編集結果に含まれるクリップ＃１のデータである編集クリッ
プ＃１は、再生時間が１４秒であるクリップ＃１のうちの、クリップタイムコードが１秒
から１１秒までの区間であり、再生時間は１０秒である。また、編集結果に含まれるクリ
ップ＃２のデータである編集クリップ＃２は、再生時間が１２秒であるクリップ＃２のう
ちの、クリップタイムコードが１秒から９秒までの区間であり、再生時間は８秒である。
さらに、編集結果に含まれるクリップ＃３のデータである編集クリップ＃３は、再生時間
が１６秒であるクリップ＃３のうちの、クリップタイムコードが３秒から１５秒までの区
間であり、再生時間は１２秒である。
【００１７】
　そして、図２の編集リストを参照して、図４Ａに示すように、編集クリップ＃１、編集
クリップ＃２、編集クリップ＃３の順に、クリップが編集結果として再生される。即ち、
編集クリップ＃１の再生が開始してから１８秒後に、編集クリップ＃３の再生が開始され
る。
【００１８】
　ここで、ユーザは、編集結果において、編集クリップ＃２を２秒間延長する場合、図２
の編集リストのクリップ＃２に対応するクリップタイムコードを変更する。例えば、ユー
ザは、クリップ＃２に対応する終了位置を表すクリップタイムコードを９秒から１１秒に
変更する。その結果、編集クリップ＃２は、クリップ＃２のうちの、クリップタイムコー



(5) JP 4645910 B2 2011.3.9

10

20

30

40

50

ドが１秒から１１秒までの区間となり、再生時間は１０秒となる。
【００１９】
　従って、図４Ｂに示すように、再生時間が１０秒である編集クリップ＃１、再生時間が
１０秒である編集クリップ＃２、再生時間が１２秒である編集クリップ＃３の順に、クリ
ップが編集結果として再生される。即ち、編集クリップ＃１の再生が開始してから２０秒
後に、編集クリップ＃３の再生が開始される。
【００２０】
　以上のように、ノンリニア編集は、編集リストの記述内容を追加、変更、または削除す
ることにより行われる。また、ユーザが編集結果として用いる編集クリップを延長する場
合、その編集クリップ以降に再生される編集クリップにおいて、再生開始時刻は遅れるが
、再生時間は変化しない。
【００２１】
　上述したように、リニア編集とノンリニア編集は、それぞれ異なる特徴を有しており、
ユーザの編集方法もそれぞれ異なっている。従って、どちらか一方に慣れているユーザで
あっても、他方を行うことは困難である。
【００２２】
　そこで、リニア編集とノンリニア編集の機能を混在させたハイブリッドの編集装置が考
えられている。このようなハイブリッドの編集装置は、ノンリニア編集時と同様に、編集
結果を構成するデータの再生順序を表すインデックスファイルを生成し、そのインデック
スファイルを参照して編集結果を再生する。
【００２３】
　図５は、インデックスファイルの一例を示している。
【００２４】
　図５のインデックスファイルには、再生順に上からクリップを特定する情報(図５の例
では、「クリップ＃ｉ」)が記述され、その情報に対応して、各クリップの再生時間が記
述されている。図５のインデックスファイルによれば、図６に示すように再生時間が１０
秒であるクリップ＃１、再生時間が８秒であるクリップ＃２、再生時間が１２秒であるク
リップ＃３が、図７Ａに示すように順に編集結果として再生される。従って、クリップ＃
１の再生が開始してから１８秒後に、クリップ＃３の再生が開始される。
【００２５】
　ここで、ユーザは、１つのクリップの先頭位置から終端位置までの区間内に新たなクリ
ップを挿入する場合、VTRと同様に、編集区間として、挿入区間のイン点とアウト点を指
定することにより、インサート編集を行うことが可能である。例えば、ユーザが、クリッ
プ＃２の先頭位置から終端位置までの所定の位置をイン点とアウト点として指定し、イン
サート編集を行うと、図７Ｂに示すように、クリップ＃２のイン点からアウト点までの区
間のデータが、新たなクリップにより上書きされる。なお、ハイブリッドの編集装置では
、VTRと同様に、アセンブリ編集を行うことも可能である。
【００２６】
　一方、編集を迅速に行うために、データをセクタの整数倍のデータ量である年輪サイズ
単位で光ディスクに記録する記録装置がある（例えば、特許文献１参照）。
【００２７】
【特許文献１】特開２００４－５８９５号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００２８】
　上述したように、ユーザがインサート編集を行う場合、編集区間のすべてのデータが、
インサート対象とするクリップにより上書きされる。また、ユーザが、編集リストを用い
てノンリニア編集を行う場合、編集結果内に新たな編集クリップを追加することは容易だ
が、新たな編集クリップにより上書きされたように再生するためには、編集リストを複雑
に変更する必要があり、困難である。
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【００２９】
　従って、編集区間として指定された挿入区間に複数のクリップの一部または全部が含ま
れる場合、その挿入区間に含まれる先頭のクリップが挿入対象のクリップにより上書きさ
れ、先頭のクリップ以外のファイルはそのまま保護されたように、編集結果を再生したい
というユーザの要望に応えることは困難であった。
【００３０】
　本発明は、このような状況に鑑みてなされたものであり、挿入区間に複数のファイルの
一部または全部が含まれる場合、その挿入区間に含まれる先頭のファイルが新たなデータ
により上書きされ、先頭のファイル以外のファイルはそのまま保護されたように、編集結
果を再生することができるようにするものである。
【課題を解決するための手段】
【００３１】
　本発明の一側面の編集装置は、編集対象のクリップ単位のデータの所定の区間に新たな
データを挿入し、前記新たなデータの後に前記所定の区間の挿入前のデータを含む前記編
集対象のクリップのうちの先頭のクリップ以外のクリップのデータを接続する編集である
こじあけ編集を行う編集装置において、前記所定の区間を挿入区間として指定する指定手
段と、前記新たなデータのうち、前記先頭のクリップに挿入されるデータである第１のデ
ータを、前記編集対象のクリップ単位のデータを記録する記録媒体の前記挿入区間の開始
位置から前記先頭のクリップの終端までのデータが記録される領域に上書きし、前記新た
なデータのうちの前記第１のデータ以外のデータである第２のデータを、前記記録媒体の
未記録領域に記録するように制御する記録制御手段と、こじあけ編集後のデータの再生順
序を表す順序情報を生成する生成手段とを備え、前記生成手段は、前記挿入区間の開始位
置までの前記編集対象のクリップ単位のデータ、前記新たなデータ、前記先頭のクリップ
の終端より後ろの前記編集対象のクリップ単位のデータの順に再生するように、前記順序
情報を生成し、前記記録制御手段は、前記新たなデータを、前記先頭のクリップのこじあ
け編集後のクリップとして記録させる。
【００３５】
　前記編集装置は、編集モードを、前記こじあけ編集を行うこじあけモード、または、前
記編集対象のクリップ単位のデータの前記挿入区間に前記新たなデータを上書きする編集
である上書き編集を行う上書き編集モードに設定する設定手段をさらに設け、前記記録制
御手段は、前記編集モードが前記こじあけモードである場合、前記新たなデータのうち、
前記第１のデータを前記記録媒体の前記挿入区間の開始位置から前記先頭のクリップの終
端までのデータが記録される領域に上書きし、前記第２のデータを前記記録媒体の未記録
領域に記録するように制御し、前記編集モードが前記上書きモードである場合、前記新た
なデータを前記記録媒体の前記挿入区間のデータが記録される領域に上書きするように制
御し、前記生成手段は、前記編集モードが前記こじあけモードである場合、前記挿入区間
の開始位置までの前記編集対象のクリップ単位のデータ、前記新たなデータ、前記先頭の
クリップの終端より後ろの前記編集対象のクリップ単位のデータの順に再生するように、
前記順序情報を生成し、前記編集モードが前記上書きモードである場合、前記挿入区間の
開始位置までの前記編集対象のクリップ単位のデータ、前記新たなデータ、前記挿入区間
の終了位置からの前記編集対象のクリップ単位のデータの順に再生するように、前記順序
情報を生成し、前記記録制御手段は、前記編集モードがこじあけモードである場合、前記
新たなデータを、前記先頭のクリップのこじあけ編集後のクリップとして記録させること
ができる。
【００３６】
　本発明の一側面の編集方法は、編集対象のクリップ単位のデータの所定の区間に新たな
データを挿入し、前記新たなデータの後に前記所定の区間の挿入前のデータを含む前記編
集対象のクリップのうちの先頭のクリップ以外のクリップのデータを接続する編集である
こじあけ編集を行う編集装置の編集方法において、前記所定の区間を挿入区間として指定
し、前記新たなデータのうち、前記先頭のクリップに挿入されるデータである第１のデー
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タを、前記先頭のクリップのこじあけ編集後のクリップとして、前記編集対象のクリップ
単位のデータを記録する記録媒体の前記挿入区間の開始位置から前記先頭のクリップの終
端までのデータが記録される領域に上書きし、前記新たなデータのうちの前記第１のデー
タ以外のデータである第２のデータを、前記先頭のクリップのこじあけ編集後のクリップ
として前記記録媒体の未記録領域に記録するように制御し、前記挿入区間の開始位置まで
の前記編集対象のクリップ単位のデータ、前記新たなデータ、前記先頭のクリップの終端
より後ろの前記編集対象のクリップ単位のデータの順に再生するように、こじあけ編集後
のデータの再生順序を表す順序情報を生成するステップを含む。
【００３７】
　本発明の一側面のプログラムは、編集対象のクリップ単位のデータの所定の区間に新た
なデータを挿入し、前記新たなデータの後に前記所定の区間の挿入前のデータを含む前記
編集対象のクリップのうちの先頭のクリップ以外のクリップのデータを接続する編集であ
るこじあけ編集を行う処理を、コンピュータに行わせるプログラムにおいて、前記所定の
区間を挿入区間として指定し、前記新たなデータのうち、前記先頭のクリップに挿入され
るデータである第１のデータを、前記先頭のクリップのこじあけ編集後のクリップとして
、前記編集対象のクリップ単位のデータを記録する記録媒体の前記挿入区間の開始位置か
ら前記先頭のクリップの終端までのデータが記録される領域に上書きし、前記新たなデー
タのうちの前記第１のデータ以外のデータである第２のデータを、前記先頭のクリップの
こじあけ編集後のクリップとして前記記録媒体の未記録領域に記録するように制御し、前
記挿入区間の開始位置までの前記編集対象のクリップ単位のデータ、前記新たなデータ、
前記先頭のクリップの終端より後ろの前記編集対象のクリップ単位のデータの順に再生す
るように、こじあけ編集後のデータの再生順序を表す順序情報を生成するステップを含む
。
【００３８】
　本発明の一側面においては、編集対象のクリップ単位のデータの所定の区間に新たなデ
ータを挿入し、新たなデータの後に所定の区間の挿入前のデータを含む編集対象のクリッ
プのうちの先頭のクリップ以外のクリップのデータを接続する編集であるこじあけ編集を
行う場合に、所定の区間が挿入区間として指定され、新たなデータのうち、先頭のクリッ
プに挿入されるデータである第１のデータが、先頭のクリップのこじあけ編集後のクリッ
プとして、編集対象のクリップ単位のデータを記録する記録媒体の挿入区間の開始位置か
ら先頭のクリップの終端までのデータが記録される領域に上書きされ、新たなデータのう
ちの第１のデータ以外のデータである第２のデータが、先頭のクリップのこじあけ編集後
のクリップとして記録媒体の未記録領域に記録されるように制御され、挿入区間の開始位
置までの編集対象のクリップ単位のデータ、新たなデータ、先頭のクリップの終端より後
ろの編集対象のクリップ単位のデータの順に再生されるように、こじあけ編集後のデータ
の再生順序を表す順序情報が生成される。
【発明の効果】
【００３９】
　以上のように、本発明の一側面によれば、挿入区間に複数のファイルの一部または全部
が含まれる場合、その挿入区間に含まれる先頭のファイルが新たなデータにより上書きさ
れ、先頭のファイル以外のファイルはそのまま保護されたように、編集結果を再生するこ
とができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００４０】
　以下に本発明の実施の形態を説明するが、本発明の構成要件と、明細書又は図面に記載
の実施の形態との対応関係を例示すると、次のようになる。この記載は、本発明をサポー
トする実施の形態が、明細書又は図面に記載されていることを確認するためのものである
。従って、明細書又は図面中には記載されているが、本発明の構成要件に対応する実施の
形態として、ここには記載されていない実施の形態があったとしても、そのことは、その
実施の形態が、その構成要件に対応するものではないことを意味するものではない。逆に
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、実施の形態が構成要件に対応するものとしてここに記載されていたとしても、そのこと
は、その実施の形態が、その構成要件以外の構成要件には対応しないものであることを意
味するものでもない。
【００４１】
　本発明の一側面の編集装置は、
　編集対象のクリップ単位のデータの所定の区間に新たなデータを挿入し、前記新たなデ
ータの後に前記所定の区間の挿入前のデータを含む前記編集対象のクリップのうちの先頭
のクリップ以外のクリップのデータを接続する編集であるこじあけ編集を行う編集装置(
例えば、図８のディスク編集装置１０)において、
　前記所定の区間を挿入区間として指定する指定手段(例えば、図１０の指定部６３)と、
　前記新たなデータのうち、前記先頭のクリップに挿入されるデータである第１のデータ
を、前記編集対象のクリップ単位のデータを記録する記録媒体(例えば、図８の光ディス
ク１１)の前記挿入区間の開始位置から前記先頭のクリップの終端までのデータが記録さ
れる領域に上書きし、前記新たなデータのうちの前記第１のデータ以外のデータである第
２のデータを、前記記録媒体の未記録領域に記録するように制御する記録制御手段(例え
ば、図１０の記録制御部６２)と、
　こじあけ編集後のデータの再生順序を表す順序情報を生成する生成手段(例えば、図１
０のインデックス更新部６４)と
　を備え、
　前記生成手段は、前記挿入区間の開始位置までの前記編集対象のクリップ単位のデータ
、前記新たなデータ、前記先頭のクリップの終端より後ろの前記編集対象のクリップ単位
のデータの順に再生するように、前記順序情報を生成し、
　前記記録制御手段は、前記新たなデータを、前記先頭のクリップのこじあけ編集後のク
リップとして記録させる。
【００４４】
　本発明の一側面の編集装置は、
　編集モードを、前記こじあけ編集を行うこじあけモード、または、前記編集対象のクリ
ップ単位のデータの前記挿入区間に前記新たなデータを上書きする編集である上書き編集
を行う上書き編集モードに設定する設定手段(例えば、図１０のモード設定部６１)
　をさらに備え、
　前記記録制御手段は、前記編集モードが前記こじあけモードである場合、前記新たなデ
ータのうち、前記第１のデータを前記記録媒体の前記挿入区間の開始位置から前記先頭の
クリップの終端までのデータが記録される領域に上書きし、前記第２のデータを前記記録
媒体の未記録領域に記録するように制御し、前記編集モードが前記上書きモードである場
合、前記新たなデータを前記記録媒体の前記挿入区間のデータが記録される領域に上書き
するように制御し、
　前記生成手段は、前記編集モードが前記こじあけモードである場合、前記挿入区間の開
始位置までの前記編集対象のクリップ単位のデータ、前記新たなデータ、前記先頭のクリ
ップの終端より後ろの前記編集対象のクリップ単位のデータの順に再生するように、前記
順序情報を生成し、前記編集モードが前記上書きモードである場合、前記挿入区間の開始
位置までの前記編集対象のクリップ単位のデータ、前記新たなデータ、前記挿入区間の終
了位置からの前記編集対象のクリップ単位のデータの順に再生するように、前記順序情報
を生成し、
　前記記録制御手段は、前記編集モードがこじあけモードである場合、前記新たなデータ
を、前記先頭のクリップのこじあけ編集後のクリップとして記録させる。
【００４５】
　本発明の一側面の編集方法は、
　編集対象のクリップ単位のデータの所定の区間に新たなデータを挿入し、前記新たなデ
ータの後に前記所定の区間の挿入前のデータを含む前記編集対象のクリップのうちの先頭
のクリップ以外のクリップのデータを接続する編集であるこじあけ編集を行う編集装置（
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例えば、図８のディスク編集装置１０）の編集方法において、
　前記所定の区間を挿入区間として指定し(例えば、図１６のステップＳ１)、
　前記新たなデータのうち、前記先頭のクリップに挿入されるデータである第１のデータ
を、前記先頭のクリップのこじあけ編集後のクリップとして、前記編集対象のクリップ単
位のデータを記録する記録媒体(例えば、図８の光ディスク１１)の前記挿入区間の開始位
置から前記先頭のクリップの終端までのデータが記録される領域に上書きし、前記新たな
データのうちの前記第１のデータ以外のデータである第２のデータを、前記先頭のクリッ
プのこじあけ編集後のクリップとして前記記録媒体の未記録領域に記録するように制御し
（例えば、図１６のステップＳ７およびＳ１０）、
　前記挿入区間の開始位置までの前記編集対象のクリップ単位のデータ、前記新たなデー
タ、前記先頭のクリップの終端より後ろの前記編集対象のクリップ単位のデータの順に再
生するように、こじあけ編集後のデータの再生順序を表す順序情報を生成する（例えば、
図１６のステップＳ１３）
　ステップを含む。
【００４６】
　以下、本発明を適用した具体的な実施の形態について、図面を参照しながら詳細に説明
する。
【００４７】
　図８は、本発明を適用したディスク編集装置の一実施の形態の構成例を示している。な
お、図８のディスク編集装置１０は、リニア編集とノンリニア編集の機能を混在させたハ
イブリッドの編集装置である。
【００４８】
　スピンドルモータ１２は、サーボ制御部１５からのスピンドルモータ駆動信号に基づい
て、光ディスク１１をCLV(Constant Linear Velocity)またはCAV(Constant Angular Velo
city)で回転駆動する。
【００４９】
　ピックアップ部１３は、信号処理部１６から供給される記録信号に基づきレーザ光の出
力を制御して、光ディスク１１に記録信号を記録する。ピックアップ部１３はまた、光デ
ィスク１１にレーザ光を集光して照射するとともに、光ディスク１１からの反射光を光電
変換して電流信号を生成し、RF(Radio Frequency)アンプ１４に供給する。なお、レーザ
光の照射位置は、サーボ制御部１５からピックアップ部１３に供給されるサーボ信号によ
り所定の位置に制御される。
【００５０】
　RFアンプ１４は、ピックアップ部１３からの電流信号に基づいて、フォーカス誤差信号
およびトラッキング誤差信号、並びに再生信号を生成し、トラッキング誤差信号およびフ
ォーカス誤差信号をサーボ制御部１５に供給し、再生信号を信号処理部１６に供給する。
【００５１】
　サーボ制御部１５は、フォーカスサーボ動作やトラッキングサーボ動作の制御を行う。
具体的には、サーボ制御部１５は、RFアンプ１４からのフォーカス誤差信号とトラッキン
グ誤差信号に基づいてフォーカスサーボ信号とトラッキングサーボ信号をそれぞれ生成し
、ピックアップ部１３のアクチュエータ（図示せず）に供給する。またサーボ制御部１５
は、スピンドルモータ１２を駆動するスピンドルモータ駆動信号を生成して、光ディスク
１１を所定の回転速度で回転させるスピンドルサーボ動作の制御を行う。
【００５２】
　さらにサーボ制御部１５は、ピックアップ部１３を光ディスク１１の径方向に移動させ
てレーザ光の照射位置を変えるスレッド制御を行う。なお、光ディスク１１の信号読み出
し位置の設定は、制御部２１によって行われ、設定された読み出し位置から信号を読み出
すことができるようにピックアップ部１３の位置が制御される。
【００５３】
　信号処理部１６は、メモリコントローラ１７から入力される記録データを変調して記録
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信号を生成し、ピックアップ部１３に供給する。信号処理部１６はまた、RFアンプ１４か
らの再生信号を復調して再生データを生成し、メモリコントローラ１７に供給する。
【００５４】
　メモリコントローラ１７は、適宜、データ変換部１９からの記録データ、または信号処
理部１６からの再生データをメモリ１８に記憶する。また、メモリコントローラ１７は、
それらを読み出し、信号処理部１６またはデータ変換部１９に供給する。
【００５５】
　データ変換部１９は、データ入出力装置４０から供給される、ビデオカメラ（図示せず
）で撮影された画像データと音声データ等のクリップのうち、音声データをメモリ２０の
音声メモリ３１に記憶させ、画像データをメモリ２０の画像メモリ３２に記憶させる。デ
ータ変換部１９は、音声データまたは画像データをメモリ２０から読み出し、必要に応じ
て、例えば、MPEG (Moving Picture Experts Group)、JPEG (Joint Photographic Expert
s Group)等の方式に基づいて圧縮し、記録データとしてメモリコントローラ１７に供給す
る。
【００５６】
　データ変換部１９はまた、メモリコントローラ１７から供給される再生データを、必要
に応じて伸張し、所定のフォーマットの出力信号に変換して、データ入出装置４０に供給
する。また、データ変換部１９は、必要に応じて、再生データを伸張し、その結果得られ
る再生データのうち音声データを音声メモリ３１に記憶させ、画像データを画像メモリ３
２に記憶させる。
【００５７】
　制御部２１は、ROM２４に記憶されているプログラムにしたがって、操作部２２からの
操作信号、インデックスファイル記憶部２３から読み出した、編集結果を構成するデータ
の再生順序を表すインデックスファイルなどに基づき、サーボ制御部１５、信号処理部１
６、メモリコントローラ１７、およびデータ変換部１９を制御し、記録再生処理を実行さ
せる。
【００５８】
　具体的には、制御部２１は、例えば、光ディスク１１に記録されているクリップから構
成される編集結果を、インデックスファイルを参照して実時間で再生し、データ入出力装
置４０に供給する。この場合、ユーザは、例えば、データ入出力装置４０により表示され
る編集結果に対応する画像を見ながら、操作部２２を操作することにより、編集区間のイ
ン点やアウト点を指定する。また、ユーザは、編集結果に含めるクリップを指定する。制
御部２１は、ユーザにより指定された編集結果に含めるクリップを、データ入出力装置４
０に要求し、その要求に応じてデータ入出力装置４０から供給されるクリップを、ユーザ
により指定された編集区間に基づいて記録する。
【００５９】
　なお、ユーザは、操作部２２を操作し、イン点やアウト点として、編集結果タイムコー
ドを直接入力することもできる。
【００６０】
　また、制御部２１は、ROM２４に記憶されているプログラムにしたがって、操作部２２
からの操作信号に基づき、インデックスファイルを生成し、インデックスファイル記憶部
２３に供給して記憶させる。操作部２２は、例えば、ユーザによって操作され、その操作
に対応する操作信号を、制御部２１に供給する。
【００６１】
　以上のように構成されるディスク編集装置１０では、ユーザが操作部２２を操作するこ
とにより、編集区間を指定すると、データ入出力装置４０から供給されるクリップが、デ
ータ変換部１９、メモリコントローラ１７、信号処理部１６、およびピックアップ部１３
を介して、光ディスク１１に供給されて記録される。
【００６２】
　また、ユーザが操作部２２を操作することにより、クリップの再生を指令すると、光デ
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ィスク１１から、ピックアップ部１３、RFアンプ１４、信号処理部１６、メモリコントロ
ーラ１７、およびデータ変換部１９を介して、クリップが再生され、データ入出力装置４
０に供給される。
【００６３】
　次に、図９は、図８のデータ変換部１９の構成例を示している。
【００６４】
　光ディスク１１へのクリップの記録時には、データ入出力装置４０から記録すべきクリ
ップが、デマルチプレクサ４１に供給される。デマルチプレクサ４１は、データ入出力装
置４０から供給されるクリップから、関連する複数のデータ系列、即ち、例えば、動画の
（例えばベースバンドの）画像データと、その画像データに付随する（例えばベースバン
ドの）音声データとを分離し、画像データを画像メモリ３２に供給するとともに、音声デ
ータを音声メモリ３１に供給する。
【００６５】
　データ量検出部４２は、メモリ２０の画像メモリ３２から読み出した画像データと、音
声メモリ３１から読み出した音声データとを、そのまま、画像データ変換部４３と音声デ
ータ変換部４４にそれぞれ供給するとともに、その画像データと音声データのデータ量を
検出し、メモリコントローラ１７に供給する。即ち、データ量検出部４２は、メモリ２０
から供給される画像データと音声データそれぞれについて、例えば、所定の再生時間分の
データ量を検出し、メモリコントローラ１７に供給する。
【００６６】
　また、データ量検出部４２は、画像メモリ３２から読み出した画像データ、さらには、
必要に応じて音声メモリ３１から読み出した音声データを、ローレゾデータ生成部４５に
供給する。
【００６７】
　画像データ変換部４３は、データ量検出部４２から供給される画像データを、例えば、
すべてのフレームをI（Intra）ピクチャとしてMPEGエンコードし、その結果得られる画像
データのデータ系列を、記録データとして、メモリコントローラ１７に供給する。また、
音声データ変換部４４は、データ量検出部４２から供給される音声データを、例えばMPEG
エンコードし、その結果得られる音声データのデータ系列を、記録データとして、メモリ
コントローラ１７に供給する。
【００６８】
　ローレゾデータ生成部４５は、そこに供給されるデータのデータ量を少なくしたデータ
であるローレゾデータのデータ系列を生成し、記録データとして、メモリコントローラ１
７に供給する。
【００６９】
　即ち、ローレゾデータ生成部４５は、データ量検出部４２を介して供給される画像デー
タの各フレームの画素数を間引く等することによって、画素数の少ないフレームの画像デ
ータである少画像データを生成する。さらに、ローレゾデータ生成部４５は、その少画像
データを、例えば、MPEG4方式でエンコードし、そのエンコード結果を、ローレゾデータ
として出力する。
【００７０】
　なお、ローレゾデータ生成部４５では、データ量検出部４２を介して供給される音声デ
ータ、あるいは、その音声データのサンプルを間引く等することによってデータ量を少な
くした音声データを、ローレゾデータに含めて（例えば、フレーム単位等で少画像データ
に多重化した形で）出力するようにすることが可能である。以下では、ローレゾデータに
は、音声データが含まれるものとする。
【００７１】
　ローレゾデータは、上述したように、画像データ変換部４３が出力する画像データと音
声データ変換部４４が出力する音声データと、同一内容の画像および音声データではある
が、そのデータ量が少ない。従って、ある再生時間の再生を行うとした場合、ローレゾデ
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ータは、画像データ変換部４３が出力する画像データと音声データ変換部４４が出力する
音声データに比較して、光ディスク１１から短時間で再生することができる。
【００７２】
　メモリコントローラ１７に供給された記録データは、上述したようにして、光ディスク
１１に供給されて記録される。
【００７３】
　一方、光ディスク１１からのクリップの再生時においては、上述したようにして、光デ
ィスク１１から再生データが再生され、再生データのうちの画像データのデータ系列は、
メモリコントローラ１７から画像データ変換部４６に、音声データのデータ系列は、メモ
リコントローラ１７から音声データ変換部４７に供給される。また、再生データのうちの
ローレゾデータのデータ系列は、メモリコントローラ１７からローレゾデータ処理部４８
に供給される。
【００７４】
　画像データ変換部４６は、メモリコントローラ１７から供給される画像データのデータ
系列を、例えばMPEGデコードし、その結果得られる画像データを、メモリ２０の画像メモ
リ３２に供給して記憶させたり、マルチプレクサ４９に供給する。また、音声データ変換
部４７は、メモリコントローラ１７から供給される音声データのデータ系列を、例えばMP
EGデコードし、その結果得られる音声データを、メモリ２０の音声メモリ３１に供給して
記憶させたり、マルチプレクサ４９に供給する。
【００７５】
　ローレゾデータ処理部４８は、メモリコントローラ１７から供給されるローレゾデータ
のデータ系列を、データ量の少ない画像データと音声データにデコードし、マルチプレク
サ４９に供給する。
【００７６】
　マルチプレクサ４９は、画像データ変換部４６から供給される画像データ、音声データ
変換部４７から供給される音声データ、ローレゾデータ処理部４８から供給されるローレ
ゾデータを、データ入出力装置４０に供給する。なお、マルチプレクサ４９では、画像デ
ータ変換部４６からの画像データ、音声データ変換部４７からの音声データ、ローレゾデ
ータ処理部４８からのローレゾデータを多重化して出力するようにすることも、それぞれ
のデータを、独立に、並列して出力するようにすることも可能である。
【００７７】
　次に、図１０は、編集結果に新たなクリップを挿入する場合の制御部２１の機能の構成
例を示している。
【００７８】
　制御部２１は、モード設定部６１、記録制御部６２、指定部６３、およびインデックス
更新部６４により構成される。
【００７９】
　モード設定部６１は、図８の操作部２２からの操作信号に基づき、新たなクリップを挿
入対象として挿入する挿入モードを、VTRライクモードまたはこじあけモードに設定する
。ここで、VTRライクモードとは、編集区間として指定された挿入区間に挿入対象を挿入
するインサート編集を行うモードである。
【００８０】
　また、こじあけモードは、挿入区間に複数のクリップの一部または全部が含まれる場合
、即ち挿入区間が複数のクリップをまたぐ場合、編集結果における、挿入区間の開始位置
から、挿入区間内の先頭のクリップの終端位置までの区間に、挿入対象とするクリップ(
以下、挿入クリップという)を先頭から挿入した後、挿入クリップの残りのデータを、先
頭のクリップの終端位置と、その次のクリップの先頭位置の間をこじあけて挿入するモー
ドである。モード設定部６１は、設定された挿入モードを表す情報を記録制御部６２に供
給する。
【００８１】
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　記録制御部６２は、モード設定部６１からの情報と、指定部６３から供給される挿入区
間を表す情報とに基づいて、サーボ制御部１５、信号処理部１６、メモリコントローラ１
７、およびデータ変換部１９を制御し、記録再生処理を実行させる。
【００８２】
　指定部６３は、操作部２２から供給される、挿入クリップを指定するための操作に対応
する操作信号に基づき、データ入出力装置４０に、挿入クリップを要求する。また、指定
部６３は、操作部２２から供給される、挿入区間を指定するための操作に対応する操作信
号に基づき、その挿入区間を表す情報を記録制御部６２とインデックス更新部６４に供給
することにより、挿入区間を指定する。
【００８３】
　インデックス更新部６４は、指定部６３からの挿入区間を表す情報に基づき、インデッ
クスファイル記憶部２３に記憶されているインデックスファイルを更新する。
【００８４】
　次に、図１１乃至図１５を参照して、図８のディスク編集装置１０におけるVTRライク
モードとこじあけモードについて詳細に説明する。
【００８５】
　まず最初に、図１１に示すインデックスファイルが、図８のインデックスファイル記憶
部２３に記憶されている場合、制御部２１は、そのインデックスファイルを参照して、図
１２に示す編集結果を再生する。
【００８６】
　即ち、図１１のインデックスファイルには、上から順に、クリップ＃１、クリップ＃２
、クリップ＃３が記述されており、それぞれに対応して、再生時間である１０秒、８秒、
１２秒が記述されている。従って、制御部２１は、図１２に示すように、光ディスク１１
に記録されている再生時間が１０秒であるクリップ＃１、再生時間が８秒であるクリップ
＃２、再生時間が１２秒であるクリップ＃３を順に再生し、編集結果として出力する。
【００８７】
　この場合に、ユーザが、操作部２２を操作し、クリップ＃２の終端位置から３秒前の位
置を挿入区間のイン点とし、クリップ＃３の先頭位置から３秒後の位置をアウト点として
指定し、挿入クリップを指定すると、挿入モードがVTRライクモードである場合、編集結
果は、図１３に示すようになる。
【００８８】
　即ち、制御部２１の記録制御部６２(図１０)は、指定部６３の要求に応じてデータ入出
力装置４０から入力される挿入クリップのうち、先頭から３秒までの区間のデータを、ク
リップ＃２の終端位置から３秒前の位置から終端位置までの区間に対応するデータが記録
されている光ディスク１１の記録領域に上書きさせる。また、記録制御部６２は、挿入ク
リップのうち、先頭から３秒後の位置から終端までの区間のデータを、クリップ＃３の先
頭位置から、先頭位置から３秒後の位置までの区間に対応するデータが記録されている記
録領域に上書きさせる。
【００８９】
　このように、クリップ＃２とクリップ＃３においては、データが上書きされるだけなの
で、クリップ＃２とクリップ＃３の再生時間は変化しない。従って、インデックス更新部
６４は、インデックスファイルを更新せず、インデックスファイル記憶部２３には、図１
１に示すインデックスファイルが記憶されたままとなる。
【００９０】
　以上のように、挿入モードがVTRライクモードである場合、挿入区間に挿入対象が挿入
される。
【００９１】
　一方、挿入モードがこじあけモードである場合、編集結果は、図１４に示すようになる
。
【００９２】
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　即ち、記録制御部６２は、指定部６３の要求に応じてデータ入出力装置４０から入力さ
れる挿入クリップのうち、先頭から３秒までの区間のデータを、挿入区間内の先頭のクリ
ップであるクリップ＃２の終端位置から３秒前の位置から終端までの区間に対応するデー
タが記録されている光ディスク１１の記録領域に上書きさせる。
【００９３】
　また、記録制御部６２は、挿入クリップのうち、先頭から３秒後の位置から終端までの
区間のデータを、クリップ＃２の終端位置に追加して新たなクリップ＃２とし、追加分の
データを、光ディスク１１の記録領域のうち、まだデータが記録されていない未記録領域
に記録させる。なお、挿入区間に含まれるクリップ＃２以降のクリップは変更されない。
【００９４】
　このように、新たなクリップ＃２においては、再生時間が３秒のデータが追加されてい
るので、新たなクリップ＃２の再生時間は、８秒から１１秒に変化するが、挿入区間に含
まれるクリップ＃２以降のクリップは変更されないので、クリップ＃２以外のクリップの
再生時間は変化しない。従って、インデックス更新部６４は、インデックスファイル記憶
部２３に記憶されている、図１１のインデックスファイルを、図１５に示すインデックス
ファイルに更新する。
【００９５】
　即ち、図１５のインデックスファイルには、上から順にクリップ＃１、クリップ＃２、
クリップ＃３が記述され、それぞれに対応して再生時間である１０秒、１１秒、１２秒が
記述されている。
【００９６】
　従って、ディスク編集装置１０は、図１５のインデックスファイルを参照することによ
り、図１４に示したように、再生時間が１０秒であるクリップ＃１、再生時間が１１秒で
ある新たなクリップ＃２、再生時間が１２秒であるクリップ＃３を順に編集結果として再
生する。
【００９７】
　以上のように、挿入モードがこじあけモードである場合、挿入区間に複数のクリップの
一部または全部が含まれる場合、編集結果における、挿入区間のイン点から、挿入区間内
の先頭のクリップの終端までの区間に、挿入クリップが先頭から挿入され、その残りのデ
ータが、先頭のクリップの終端と、その次のクリップの先頭の間に挿入される。即ち、挿
入モードがこじあけモードである場合、挿入の結果、挿入区間に含まれる先頭のクリップ
が、挿入クリップにより上書きされ、先頭のクリップ以外のクリップはそのまま保護され
たように、再生することができる。
【００９８】
　次に、図１６を参照して、図８のディスク編集装置１０が挿入クリップを挿入する挿入
処理について説明する。この挿入処理は、例えば、ユーザが、挿入モードとイン点を指定
し、挿入処理の開始を指令したとき、開始される。
【００９９】
　ステップＳ１において、図１０の指定部６３は、ユーザによるイン点を指定するための
操作に対応する操作信号に基づき、イン点を表す情報を記録制御部６２とインデックス更
新部６４に供給し、記録制御部６２は、そのイン点を表す情報に基づいて、サーボ制御部
１５を制御し、イン点に対応するデータの記録位置にピックアップ部１３をシークさせる
。
【０１００】
　ステップＳ１の処理後は、ステップＳ２に進み、モード設定部６１は、操作部２２から
の操作信号に基づき、ユーザにより指定された挿入モードがVTRライクモードであるかど
うかを判定する。ユーザにより指定された挿入モードがVTRライクモードであると判定さ
れた場合、モード設定部６１は、挿入モードをVTRライクモードに設定し、VTRライクモー
ドを表す情報を記録制御部６２に供給し、ステップＳ３に進む。
【０１０１】
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　ステップＳ３において、記録制御部６２は、サーボ制御部１５、信号処理部１６、メモ
リコントローラ１７、およびデータ変換部１９を制御することにより、挿入クリップの上
書きを開始する。
【０１０２】
　ステップＳ４において、記録制御部６２は、指定部６３から供給されるアウト点を表す
情報に基づいて、アウト点に対応するデータの記録位置にピックアップ部１３が到達した
かどうかを判定する。なお、ユーザは、アウト点を挿入処理の開始前に指定してもよいし
、開始後に指定してもよい。ユーザがアウト点を挿入処理の開始後に指定する場合、ユー
ザによりアウト点が指定されたとき、ステップＳ３の処理からステップＳ４の処理に進む
。
【０１０３】
　ステップＳ４において、アウト点に対応するデータの記録位置にピックアップ部１３が
到達したと判定された場合、処理を終了する。
【０１０４】
　一方、ステップＳ４において、アウト点に対応するデータの記録位置にピックアップ部
１３が到達していないと判定された場合、ステップＳ５に進み、記録制御部６２は、いま
上書きされているクリップの終端の記録位置にピックアップ部１３が到達したかどうかを
判定し、到達していないと判定した場合、ステップＳ４に戻る。
【０１０５】
　また、ステップＳ５において、クリップの終端の記録位置にピックアップ部１３が到達
したと判定された場合、ステップＳ６に進み、記録制御部６２は、インデックスファイル
を参照して、サーボ制御部１５を制御し、再生順序が、いま上書きされているクリップの
次であるクリップの先頭の記録位置にピックアップ部１３をシークさせる。
【０１０６】
　例えば、図１３の例の場合、ピックアップ部１３が、クリップ＃２の終端の記録位置に
到達すると、記録制御部６２は、再生順序がクリップ＃２の次であるクリップ＃３の先頭
の記録位置にピックアップ部１３をシークさせる。
【０１０７】
　ステップＳ６の処理後は、ステップＳ３に戻り、記録制御部６２は、上述したように、
サーボ制御部１５、信号処理部１６、メモリコントローラ１７、およびデータ変換部１９
を制御することにより、挿入クリップのうち、まだ上書きしていないデータの上書きを開
始し、以降の処理を繰り返す。
【０１０８】
　一方、ステップＳ２において、ユーザにより指定された挿入モードがVTRライクモード
ではないと判定された場合、即ちユーザによりこじあけモードが指定された場合、モード
設定部６１は、挿入モードをこじあけモードに設定し、こじあけモードを表す情報を記録
制御部６２に供給して、ステップＳ７に進む。
【０１０９】
　ステップＳ７において、記録制御部６２は、ステップＳ３の処理と同様に、挿入クリッ
プの上書きを開始し、ステップＳ８に進む。
【０１１０】
　ステップＳ８において、記録制御部６２は、ステップＳ４の処理と同様に、指定部６３
からのアウト点を表す情報に基づいて、アウト点に対応するデータの記録位置にピックア
ップ部１３が到達したかどうかを判定し、到達したと判定した場合、処理を終了する。
【０１１１】
　また、ステップＳ８において、アウト点に対応するデータの記録位置にピックアップ部
１３が到達していないと判定された場合、ステップＳ９に進み、記録制御部６２は、ステ
ップＳ５の処理と同様に、いま上書きされているクリップの終端の記録位置にピックアッ
プ部１３が到達したかどうかを判定し、到達していないと判定した場合、ステップＳ８に
戻る。
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【０１１２】
　一方、ステップＳ９において、いま上書きされているクリップの終端の記録位置にピッ
クアップ部１３が到達したと判定された場合、ステップＳ１０に進み、記録制御部６２は
、挿入クリップのうち、上書きしていないデータを、光ディスク１１の未記録領域に記録
する記録処理を行う。なお、この記録処理については、図１７と図１８を参照して後述す
る。
【０１１３】
　ステップＳ１０の処理後は、ステップＳ１１に進み、記録制御部６２は、挿入クリップ
のうちの上書きしていないデータが、上書きされたクリップの終端からアウト点までの区
間分記録されたかどうかを判定する。
【０１１４】
　例えば、図１４の例の場合、クリップ＃２の終端からアウト点までの３秒間の区間分、
挿入クリップのうちの上書きしていないデータである、挿入クリップの先頭から３秒後以
降のデータが記録されたかどうか、即ち挿入クリップの先頭から３秒後以降６秒後までの
データが記録されたかどうかを判定する。
【０１１５】
　ステップＳ１１において、上書きされたクリップの終端からアウト点までの区間分、ま
だ記録されていないと判定された場合、記録されるまで待機する。
【０１１６】
　ステップＳ１１において、上書きされたクリップの終端からアウト点までの区間分記録
されたと判定された場合、ステップＳ１２に進み、記録制御部６２は、後述する図１８の
ステップＳ２６とＳ２７で開始された圧縮と記録を終了し、ヘッダとフッタを記録させ、
ステップＳ１３に進む。
【０１１７】
　ステップＳ１３において、インデックス更新部６４は、指定部６３からのイン点とアウ
ト点の情報に基づき、インデックスファイルの再生時間の記述を変更することにより、イ
ンデックスファイルを更新する。例えば、図１４の例の場合、記録制御部６２は、図１１
のインデックスファイルのクリップ＃２の再生時間の記述を、８秒から１１秒に変更する
ことにより、図１５のインデックスファイルに更新する。
【０１１８】
　次に、図１７を参照して、図１６のステップＳ１０の記録処理について説明する。
【０１１９】
　図１７の例では、光ディスク１１のセクタのサイズが１００Kbit、ローレゾデータのデ
ータレートと音声データのデータレートが２Mbps、画像データレートが４Mbpsであるもの
とする。
【０１２０】
　また、図１７の例では、ローレゾデータの年輪サイズ(以下、適宜、ローレゾ年輪サイ
ズという)、音声データの年輪サイズ（以下、適宜、音声年輪サイズという）、および画
像データの年輪サイズ(以下、適宜、画像年輪サイズという)が１秒に設定されているもの
とする。ここで、年輪サイズとは、光ディスク１１にひとまとめで配置して記録するデー
タのデータ量を決定する変数である。なお、年輪サイズは、それが表す再生時間分のデー
タ量のデータを、光ディスク１１から読み出すよりは、シークして読み飛ばした方が早く
なるような値とするのが望ましい。
【０１２１】
　この場合、図１７に示すように、再生時間が２．５秒のクリップ８１は、ローレゾ年輪
サイズに基づく２０セクタごとのローレゾデータのまとまりであるローレゾ年輪データ、
音声年輪サイズに基づく２０セクタごとの音声データのまとまりである音声年輪データ、
および画像年輪サイズに基づく４０セクタごとの画像データのまとまりである画像年輪デ
ータが周期的に２回配置され、さらに、残りの１０セクタのローレゾデータ、１０セクタ
の音声データ、および２０セクタの画像データが配置され、最後にヘッダとフッタが配置
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されて記録される。
【０１２２】
　記録制御部６２が、クリップ８１に対して記録処理を行う場合、サーボ制御部１５、信
号処理部１６、メモリコントローラ１７、およびデータ変換部１９を制御して、クリップ
８１のヘッダを再生し、そのヘッダを参照して、さらに、クリップ８１として配置される
最後の音声データと画像データを再生する。
【０１２３】
　そして、記録制御部６２は、図９の音声データ変換部４７を制御し、必要に応じて、再
生データのうちの音声データを伸張して、その結果得られる音声データ８２を音声メモリ
３１に記憶させる。また、記録制御部６２は、画像データ変換部４６を制御し、必要に応
じて、再生データのうちの画像データを伸張して、その結果得られる画像データ８３を画
像メモリ３２に記憶させる。
【０１２４】
　この後、記録制御部６２は、サーボ制御部１５などを制御して、クリップ８１として配
置される最後のローレゾデータ、音声データ、および画像データ、並びにヘッダとフッタ
を削除する。
【０１２５】
　また、記録制御部６２は、データ変換部１９を制御し、音声メモリ３１から、音声デー
タ８２、挿入クリップの上書きしていない音声データの順に音声データをローレゾデータ
生成部４５に供給し、画像メモリ３２から、画像データ８３、挿入クリップの上書きして
いない画像データの順に画像データをローレゾデータ生成部４５に供給して、ローレゾデ
ータを生成する。
【０１２６】
　そして、記録制御部６２は、ローレゾ年輪サイズに基づく２０セクタごとに、ローレゾ
データを、ローレゾ年輪データとして記録させる。その結果、音声データ８２と挿入クリ
ップの上書きしていない１０セクタ分に対応する音声データ８４、並びに画像データ８３
と挿入クリップの上書していない２０セクタ分に対応する画像データ８５により生成され
た２０セクタ分のローレゾデータが、クリップ８１の追加分の先頭のローレゾ年輪データ
９１として記録される。
【０１２７】
　また、記録制御部６２は、データ変換部１９を制御して、音声データ８２、挿入クリッ
プの上書きしていない音声データの順に音声データを圧縮し、その結果得られる音声デー
タを、音声年輪サイズに基づく２０セクタごとに記録させるとともに、画像データ８３、
挿入クリップの上書きしていない画像データの順に画像データを圧縮し、その結果得られ
る画像データを、画像年輪サイズに基づく４０セクタごとに記録させる。
【０１２８】
　その結果、音声データ８２と音声データ８４により生成された２０セクタ分の音声デー
タが、追加分の先頭の音声年輪データ９２として、ローレゾ年輪データ９１の後に配置さ
れ、その後に、画像データ８３と画像データ８５により生成された４０セクタ分の画像デ
ータが、追加分の先頭の画像年輪データ９３として配置されて記録させる。
【０１２９】
　以降、記録制御部６２は、ローレゾ年輪データ、音声年輪データ、画像年輪データの順
に周期的に記録させる。挿入クリップのうちの上書きしていないデータが、上書きされた
クリップの終端からアウト点までの区間分記録された場合、記録制御部６２は、ローレゾ
年輪データ、音声年輪データ、および画像年輪データの記録を終了し、ヘッダとフッタを
作成して、最後の画像年輪データの後に記録させる。
【０１３０】
　これにより、ディスク編集装置１０は、クリップ８１に、上書きされたクリップの終端
からアウト点までの区間分の、上書きしていない挿入クリップのデータが追加されたクリ
ップ１０１を、クリップ８１の変更後の新たなクリップとして認識することができる。こ
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のように、クリップ１０１を１つのクリップとして扱うことができるので、その後の再生
、編集等におけるユーザの使い勝手が向上する。
【０１３１】
　以上のように、記録制御部６２は、クリップ８１として配置される年輪サイズではない
サイズのローレゾデータ、音声データ、および画像データを削除し、それらに、上書きし
ていない挿入クリップのローレゾデータ、音声データ、または画像データをそれぞれ追加
して、年輪サイズのローレゾ年輪データ、音声年輪データ、および画像年輪データとして
記録するので、年輪サイズではないローレゾデータ、音声データ、および画像データがク
リップの最後以外に配置されることを防止することができる。その結果、アクセス効率を
向上させ、編集を迅速に行うことができる。
【０１３２】
　次に、図１８を参照して、図１６のステップＳ１０の記録処理の詳細について説明する
。
【０１３３】
　ステップＳ２１において、記録制御部６２は、インデックスファイルを参照して、サー
ボ制御部１５、信号処理部１６、メモリコントローラ１７、およびデータ変換部１９を制
御し、再生順序が上書きされたクリップの次であるクリップのヘッダを再生し、ステップ
Ｓ２２に進む。
【０１３４】
　ステップＳ２２において、記録制御部６２は、ステップＳ２１で再生されたヘッダを参
照して、そのヘッダに対応するクリップとして配置される最後の画像データと音声データ
のサイズが、それぞれ、画像年輪サイズと音声年輪サイズに比べて小さいかどうかを判定
する。例えば、ヘッダには、クリップの音声データと画像データを管理するためのデータ
等が含まれており、記録制御部６２は、そのデータを参照して判定を行う。記録制御部６
２は、画像年輪サイズと音声年輪サイズに比べて小さいと判定した場合、ステップＳ２３
に進む。
【０１３５】
　ステップＳ２３において、記録制御部６２は、サーボ制御部１５、信号処理部１６、メ
モリコントローラ、およびデータ変換部１９を制御し、最後の音声データと画像データを
再生して伸張し、伸張後の音声データを音声メモリ３１に、伸張後の画像データを画像メ
モリ３２に記憶させ、ステップＳ２４に進む。
【０１３６】
　ステップＳ２４において、記録制御部６２は、サーボ制御部１５などを制御し、ステッ
プＳ２１で読み出されたヘッダに対応するクリップとして配置される最後のローレゾデー
タ、音声データ、および画像データ、並びにヘッダとフッタを削除し、ステップＳ２６に
進む。
【０１３７】
　一方、ステップＳ２２において、ステップＳ２１で再生されたヘッダに対応するクリッ
プとして配置される最後の画像データと音声データのサイズが、それぞれ、画像年輪サイ
ズと音声年輪サイズに比べて小さくはない、即ち最後の画像データと音声データは、画像
年輪データと音声年輪データであると判定された場合、ステップＳ２５に進み、記録制御
部６２は、サーボ制御部１５などを制御し、ステップＳ２１で再生されたヘッダと、対応
するフッタを削除して、ステップＳ２６に進む。
【０１３８】
　ステップＳ２６において、記録制御部６２は、データ変換部１９を制御し、音声メモリ
３１に記憶されている音声データ、および、画像メモリ３２に記憶されている画像データ
の圧縮処理を開始する。
【０１３９】
　具体的には、音声メモリ３１に、光ディスク１１から再生された音声データが記憶され
ている場合、即ち、最後の音声データのサイズが音声年輪サイズに比べて小さい場合、記
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録制御部６２は、その音声データ、既に音声メモリ３１に記憶されている、挿入クリップ
の上書きしていない音声データの順に、圧縮を行う。画像データとローレゾデータについ
ても同様である。
【０１４０】
　一方、音声メモリ３１に、光ディスク１１から再生された音声データが記憶されていな
い場合、即ち最後の音声データは音声年輪データである場合、記録制御部６２は、上書き
していない挿入クリップの音声データに対して、順に圧縮を行う。画像データとローレゾ
データについても同様である。
【０１４１】
　ステップＳ２６の処理後は、ステップＳ２７に進み、記録制御部６２は、記録を開始す
る。即ち、記録制御部６２は、圧縮後のローレゾデータ、音声データ、および画像データ
を、年輪サイズ単位で順に記録データとし、ローレゾ年輪データ、音声年輪データ、画像
年輪データの順に配置させて記録させる。
【０１４２】
　具体的には、図９のデータ量検出部４２は、年輪サイズ単位のローレゾデータ、音声デ
ータ、または画像データを検出するごとに、その旨をメモリコントローラ１７に通知する
。メモリコントローラ１７は、その通知に基づいて、年輪サイズ単位のローレゾデータ、
音声データ、または画像データをメモリ１８に記憶したかどうかを判定し、その判定結果
を制御部２１の記録制御部６２に通知する。記録制御部６２は、その通知を受信するたび
に、メモリ１８からローレゾデータ、音声データ、または画像データを読み出し、光ディ
スク１１の未記録領域に記録させることにより、年輪サイズのローレゾデータ、音声デー
タ、または画像データを光ディスク１１の未記録領域に記録させる。
【０１４３】
　ステップＳ２７の処理後は、図１６のステップＳ１０に戻り、処理はステップＳ１１に
進む。
【０１４４】
　以上のように、挿入モードがこじあけモードである場合、ディスク編集装置１０は、挿
入区間に含まれる先頭のクリップ以外のクリップに対して上書きを行わないので、先頭の
クリップ以外のクリップを保護しつつ、先頭のクリップを挿入対象分延長することができ
る。その結果、ユーザがイン点を指定して、挿入対象の挿入を行う場合、ユーザの想定外
の、イン点に対応するクリップに続くクリップに対して上書きが行われることを防止する
ことができる。
【０１４５】
　また、ディスク編集装置１０は、先頭のクリップに対しては上書きを行うので、光ディ
スク１１の未記録領域の消費を抑制することができる。
【０１４６】
　図１９は、本発明を適用したディスク編集装置の他の一実施の形態の構成例を示してい
る。なお、図１９のディスク編集装置１１０は、ノンリニア編集を行う。
【０１４７】
　図１９において、図８と同一の符号を付したものは同一のものであり、説明は繰り返し
になるので省略する。
【０１４８】
　制御部１１１は、ROM２４に記憶されているプログラムにしたがって、操作部２２から
の操作信号、編集リスト記憶部１１２から読み出した、編集結果を構成するデータの再生
順序を表す編集リストなどに基づき、サーボ制御部１５、信号処理部１６、メモリコント
ローラ１７、およびデータ変換部１９を制御し、記録再生処理を実行させる。また、制御
部１１１は、ROM２４に記憶されているプログラムにしたがって、操作部２２からの操作
信号に基づき、編集リストを生成し、編集リスト記憶部１１２に供給して記憶させる。
【０１４９】
　次に、図２０は、編集結果に挿入クリップを挿入する場合の制御部１１１の機能の構成
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例を示している。
【０１５０】
　制御部１１１は、モード設定部１３１、記録制御部１３２、指定部１３３、判定部１３
４、および編集リスト更新部１３５により構成される。
【０１５１】
　モード設定部１３１は、図１０のモード設定部６１と同様に、図１９の操作部２２から
の操作信号に基づき、挿入クリップを挿入する挿入モードを、VTRライクモードまたはこ
じあけモードに設定する。モード設定部１３１は、設定された挿入モードを表す情報を編
集リスト更新部１３５に供給する。
【０１５２】
　記録制御部１３２は、指定部１３３から供給される挿入区間を表す情報に基づいて、サ
ーボ制御部１５、信号処理部１６、メモリコントローラ１７、およびデータ変換部１９を
制御し、記録再生処理を実行させる。
【０１５３】
　指定部１３３は、図１０の指定部６３と同様に、操作部２２から供給される、挿入クリ
ップを指定するための操作に対応する操作信号に基づき、データ入出力装置４０に、挿入
クリップを要求する。また、指定部１３３は、操作部２２から供給される、挿入区間を指
定するための操作に対応する操作信号に基づき、その挿入区間を表す情報を記録制御部１
３２、判定部１３４、および編集リスト更新部１３５に供給する。
【０１５４】
　判定部１３４は、指定部１３３からの挿入区間を表す情報と、編集リスト記憶部１１２
から読み出した編集リストに基づいて、挿入区間に複数のクリップの一部または全部が編
集クリップとして含まれているかどうかを判定し、判定結果を編集リスト更新部１３５に
供給する。
【０１５５】
　編集リスト更新部１３５は、モード設定部１３１からのモードを表す情報、判定部１３
４からの判定結果、および指定部１３３からの挿入区間を表す情報に基づき、編集リスト
記憶部１１２に記憶されている編集リストを更新する。
【０１５６】
　次に、図２１乃至図２６を参照して、図１９のディスク編集装置１１０におけるVTRラ
イクモードとこじあけモードの詳細について説明する。
【０１５７】
　まず最初に、図２１に示す編集リストが、図１９の編集リスト記憶部１１２に記憶され
ている場合、制御部１１１は、その編集リストを参照して、図２２に示す編集結果を再生
する。
【０１５８】
　即ち、図２１の編集リストは、図２と同一のものであり、再生順に上からクリップ＃１
、クリップ＃２、クリップ＃３が記述され、それぞれに対応して、編集結果に含まれる各
クリップの区間の開始位置と終了位置を表すクリップタイムコードが記述されている。
【０１５９】
　従って、制御部１１１は、図２２に示すように、光ディスク１１に記録されているクリ
ップ＃１のタイムコードが１秒から１１秒までの区間のデータである編集クリップ＃１、
クリップ＃２のタイムコードが１秒から９秒までの区間のデータである編集クリップ＃２
、クリップ＃３のタイムコードが３秒から１５秒までの区間のデータである編集クリップ
＃３を順に、編集結果として再生する。
【０１６０】
　この場合に、ユーザが、操作部２２を操作し、編集クリップ＃２の終端位置から３秒前
の位置を挿入区間のイン点とし、編集クリップ＃３の先頭位置から３秒後の位置をアウト
点として指定し、挿入クリップであるクリップ＃４を指定すると、挿入モードがVTRライ
クモードである場合、編集結果は、図２３に示すようになる。
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【０１６１】
　即ち、制御部１１１の記録制御部１３２（図２０）は、指定部１３３の要求に応じてデ
ータ入出力装置４０から入力される挿入クリップであるクリップ＃４のうち、先頭から、
挿入区間分である６秒間の区間のデータを、光ディスク１１の未記録領域に記録させる。
そして、編集リスト更新部１３５は、編集リスト記憶部１１２に記憶されている、図２１
の編集リストを、図２４に示す編集リストに更新する。
【０１６２】
　図２４の編集リストでは、図２１の編集リストのクリップ＃２に対応する終了位置が９
秒から６秒に変更され、クリップ＃２とクリップ＃３の間にクリップ＃４が加えられ、さ
らに、クリップ＃３に対応する開始位置が３秒から６秒に変更されている。また、クリッ
プ＃４に対応付けて、開始位置の０秒と終了位置の６秒が記述されている。
【０１６３】
　従って、ディスク編集装置１１０は、図２４の編集リストを参照することにより、図２
３に示したように、編集クリップ＃１、クリップ＃２の１秒から６秒までの区間のデータ
である編集クリップ＃２´、クリップ＃４の０秒から６秒までの区間のデータである編集
クリップ＃４、クリップ＃３の６秒から１５秒までの区間のデータである編集クリップ＃
３´を順に編集結果として再生する。
【０１６４】
　以上のように、挿入モードがVTRライクモードである場合、挿入区間に挿入対象が挿入
される。
【０１６５】
　一方、挿入モードがこじあけモードである場合、編集結果は、図２５に示すようになる
。
【０１６６】
　即ち、記録制御部１３２は、VTRライクモード時と同様に、クリップ＃４を光ディスク
１１の未記録領域に記録させる。そして、編集リスト更新部１３５は、編集リスト記憶部
１１２に記憶されている、図２１の編集リストを、図２６に示す編集リストに更新する。
【０１６７】
　図２６の編集リストでは、図２１の編集リストのクリップ＃２に対応する終了位置が９
秒から６秒に変更され、クリップ＃２とクリップ＃３の間にクリップ＃４が加えられる。
また、クリップ＃４に対応付けて、開始位置の０秒と終了位置の６秒が記述されている。
【０１６８】
　従って、ディスク編集装置１１０は、図２６の編集リストを参照することにより、図２
５に示したように、編集クリップ＃１、クリップ＃２の１秒から６秒までの区間のデータ
である編集クリップ＃２´、編集クリップ＃４、編集クリップ＃３を順に編集結果として
再生する。
【０１６９】
　以上のように、挿入モードがこじあけモードである場合、挿入区間に複数のクリップの
一部または全部が編集クリップとして含まれる場合、編集結果における、挿入区間のイン
点から、挿入区間内の先頭の編集クリップの終端までの区間に、挿入クリップが先頭から
挿入され、その残りのデータが、先頭の編集クリップの終端と、その次の編集クリップの
先頭の間に挿入される。
【０１７０】
　次に、図２７を参照して、図１９のディスク編集装置１１０が挿入クリップを挿入する
挿入処理について説明する。この挿入処理は、例えば、ユーザが、挿入モードとイン点を
指定し、挿入処理の開始を指令したとき、開始される。
【０１７１】
　ステップＳ４１において、図２０の記録制御部１３２は、サーボ制御部１５、信号処理
部１６、メモリコントローラ１７、およびデータ変換部１９を制御することにより、光デ
ィスク１１の未記録領域への挿入クリップの記録を開始する。
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【０１７２】
　ステップＳ４１の処理後は、ステップＳ４２に進み、記録制御部１３２は、指定部１３
３から供給される挿入区間を表す情報に基づいて、挿入クリップを挿入区間分記録したか
どうかを判定する。
【０１７３】
　例えば、図２１乃至図２６で説明したように、編集クリップ＃２の終端から３秒前の位
置が挿入区間のイン点として、編集クリップ＃３の先頭から３秒後の位置がアウト点とし
て指定された場合、即ち、挿入区間が６秒間である場合、記録制御部６２は、挿入クリッ
プであるクリップ＃４の先頭から６秒までの区間のデータを記録したどうかを判定する。
【０１７４】
　ステップＳ４２において、挿入クリップを挿入区間分記録していないと判定された場合
、記録制御部１３２は、挿入区間分記録したと判定されるまで待機する。
【０１７５】
　一方、ステップＳ４２において、挿入クリップを挿入区間分記録したと判定された場合
、記録制御部１３２は、記録を終了し、ステップＳ４３に進む。
【０１７６】
　ステップＳ４３において、判定部１３４は、指定部１３３から供給される挿入区間を表
す情報と、編集リスト記憶部１１２に記憶されている編集リストとに基づいて、挿入区間
に複数のクリップの一部または全部が編集クリップとして含まれているかどうかを判定し
、その判定結果を編集リスト更新部１３５に供給する。
【０１７７】
　ステップＳ４３において、挿入区間に複数のクリップの一部または全部が編集クリップ
として含まれていると判定された場合、
ステップＳ４４に進み、編集リスト更新部１３５は、指定部１３３から供給される挿入区
間を表す情報と判定部１３４からの判定結果とに基づいて、編集リスト記憶部１１２に記
憶されている編集リストの挿入区間のイン点に対応するクリップを表す情報の直後に、挿
入クリップを表す情報を追加する。また、編集リスト記憶部１１２は、挿入区間を表す情
報に基づいて、挿入クリップを表す情報に対応付けて、その挿入クリップのうちの記録さ
れた挿入区間分のデータに対応する開始位置と終了位置を記述する。
【０１７８】
　ステップＳ４４の処理後は、ステップＳ４５に進み、編集リスト更新部１３５は、挿入
区間を表す情報に基づいて、編集リストの、イン点に対応するクリップに対応付けられて
いる終了位置を変更し、ステップＳ４６に進む。
【０１７９】
　ステップＳ４６において、編集リスト更新部１３５は、モード設定部１３１からの挿入
モードを表す情報に基づいて、挿入モードがVTRライクモードであるかどうかを判定し、V
TRライクモードではないと判定した場合、即ち挿入モードがこじあけモードである場合、
処理を終了する。
【０１８０】
　例えば、図２５の例の場合、図２１の編集リストのイン点に対応するクリップ＃２を表
す情報「クリップ＃２」の直後に、挿入クリップであるクリップ＃４を表す情報「クリッ
プ＃４」が追加され、その情報に対応して、挿入区間分のデータの開始位置である挿入ク
リップの先頭位置「０秒」と、終了位置「６秒」が記述される。そして、イン点に対応す
るクリップ＃２の終了位置が、イン点に対応するクリップタイムコード「６秒」に変更さ
れ、その結果、編集リスト更新部１３５には、図２６の編集リストが記憶される。
【０１８１】
　一方、ステップＳ４６において、挿入モードがVTRライクモードであると判定した場合
、ステップＳ４７に進み、編集リスト更新部１３５は、挿入区間を表す情報に基づいて、
ステップＳ４４で編集リストに追加された挿入クリップを表す情報の直後のクリップを表
す情報に対応する開始位置を変更する。例えば、図２４の例では、図２６の編集リストに
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おいて、さらに、挿入クリップであるクリップ＃４を表す情報「クリップ＃４」の直後の
クリップ＃３を表す情報「クリップ＃３」に対応する開始位置が、アウト点に対応するク
リップタイムコード「６秒」に変更され、その結果、編集リスト更新部１３５には、図２
４の編集リストが記憶される。
【０１８２】
　また、ステップＳ４３において、挿入区間に複数のクリップの一部または全部が編集ク
リップとして含まれていないと判定された場合、ステップＳ４８に進み、ステップＳ４４
と同様に、編集リスト更新部１３５は、指定部１３３から供給される挿入区間を表す情報
と判定部１３４からの判定結果とに基づいて、編集リスト記憶部１１２に記憶されている
編集リストの挿入区間のイン点に対応するクリップを表す情報の直後に、挿入クリップを
表す情報を追加する。また、編集リスト記憶部１１２は、挿入区間を表す情報に基づいて
、挿入クリップを表す情報に対応付けて、その挿入クリップのうちの記録された挿入区間
分のデータに対応する開始位置と終了位置を記述する。
【０１８３】
　ステップＳ４８の処理後は、ステップＳ４９に進み、編集リスト更新部１３５は、ステ
ップＳ４８で追加した挿入クリップを表す情報の直後に、イン点に対応するクリップと同
一のクリップを表す情報を記述する。その結果、編集リストでは、イン点に対応するクリ
ップを表す情報の直後に記述された挿入クリップを表す情報の直後に、再度イン点に対応
するクリップを表す情報が記述される。
【０１８４】
　例えば、図２２の例において、イン点とアウト点が、編集クリップ＃２の開始位置から
終了位置までの区間にある場合、編集クリップ＃２に対応するクリップ＃２を表す情報「
クリップ＃２」の直後に、挿入クリップであるクリップ＃４を表す情報「クリップ＃４」
が記述され、その直後に、再度「クリップ＃２」が記述される。
【０１８５】
　ステップＳ４９の処理後は、ステップＳ５０に進み、編集リスト更新部１３５は、挿入
区間を表す情報に基づいて、イン点に対応するクリップを表す情報に対応して記述されて
いる、そのクリップの開始位置または終了位置を変更する。具体的には、編集リスト更新
部１３５は、ステップＳ４９で追加する前に記述されていたイン点に対応するクリップの
情報に対応する終了位置を、イン点に対応するクリップタイムコードに変更する。また、
編集リスト更新部１３５は、ステップＳ４９で追加されたイン点に対応するクリップを表
す情報に対応する開始位置を、アウト点に対応するクリップタイムコードに変更する。ス
テップＳ５０の処理後、処理は終了する。
【０１８６】
　なお、本発明は、光ディスク以外のディスク状記録媒体にも適用することができる。
【０１８７】
　以上のように、ディスク編集装置１０または１１０は、挿入区間に、複数のクリップの
一部または全部が含まれる場合、挿入クリップのうち、挿入区間のイン点から、そのイン
点のデータを含むクリップの終端までの区間以外の区間に対応するデータを、光ディスク
１１の記録領域のうち、まだファイルが記録されていない領域である未記録領域に記録さ
せるとともに、挿入クリップのうち、未記録領域に記録されるデータ以外のデータを光デ
ィスク１１の所定の領域に記録させ、イン点のデータを含むクリップの先頭からイン点ま
での区間、挿入クリップの順に再生した後、挿入前の再生順序が、イン点のデータを含む
クリップの次のクリップを先頭から再生するように、インデックスファイルを生成するの
で、挿入区間に含まれる先頭のクリップが新たなクリップにより上書きされ、先頭のクリ
ップ以外のファイルはそのまま保護されたように、編集結果を再生することができる。
【０１８８】
　なお、本明細書において、プログラム記録媒体に格納されるプログラムを記述するステ
ップは、記載された順序に沿って時系列的に行われる処理はもちろん、必ずしも時系列的
に処理されなくとも、並列的あるいは個別に実行される処理をも含むものである。
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　また、本発明の実施の形態は、上述した実施の形態に限定されるものではなく、本発明
の要旨を逸脱しない範囲において種々の変更が可能である。
【図面の簡単な説明】
【０１９０】
【図１】リニア編集の一例について説明する図である。
【図２】編集リストの一例を示す図である。
【図３】編集クリップの一例を示す図である。
【図４】ノンリニア編集の編集結果の一例を示す図である。
【図５】インデックスファイルの一例を示す図である。
【図６】編集結果を構成するクリップの一例を示す図である。
【図７】ハイブリッド編集の編集結果の一例を示す図である。
【図８】本発明を適用したディスク編集装置の一実施の形態の構成例を示すブロック図で
ある。
【図９】データ変換部の構成例を示すブロック図である。
【図１０】制御部の構成例を示すブロック図である。
【図１１】インデックスファイルの例を示す図である。
【図１２】挿入処理前の編集結果の構成例を示す図である。
【図１３】VTRライクモードで挿入処理を行った後の編集結果を示す図である。
【図１４】こじあけモードで挿入処理を行った後の編集結果を示す図である。
【図１５】インデックスファイルの他の例を示す図である。
【図１６】挿入処理を説明するフローチャートである。
【図１７】記録処理を説明する図である。
【図１８】記録処理を説明するフローチャートである。
【図１９】本発明を適用したディスク編集装置の他の一実施の形態の構成例を示すブロッ
ク図である。
【図２０】図１９の制御部の構成例を示すブロック図である。
【図２１】編集リストの例を示す図である。
【図２２】挿入処理前の編集結果の他の構成例を示す図である。
【図２３】VTRライクモードで挿入処理を行った後の他の編集結果を示す図である。
【図２４】編集リストの他の例を示す図である。
【図２５】こじあけモードで挿入処理を行った後の他の編集結果を示す図である。
【図２６】編集リストのさらに他の例を示す図である。
【図２７】他の挿入処理を説明するフローチャートである。
【符号の説明】
【０１９１】
　１０　ディスク編集装置，　２４　ROM，　６１　モード設定部，６２　記録制御部，
　６３　指定部，　６４　インデックス更新部，　１１０　ディスク編集装置，　１３１
　モード設定部，　１３２　記録制御部，　１３３　指定部，　１３４　判定部，　１３
５　編集リスト更新部
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【図１５】 【図１６】

【図１７】 【図１８】
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【図１９】 【図２０】

【図２１】 【図２２】
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【図２３】 【図２４】

【図２５】 【図２６】
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【図２７】
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