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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　記録装置に記録されている動画像を、撮影時に見本とする見本画像の動画像として前記
記録装置から受信するとともに、前記動画像のうちの前記見本画像とする静止画像を特定
するための特定情報を前記記録装置から受信する情報処理装置において、
　前記記録装置から前記見本画像の動画像と前記特定情報を取得する取得手段と、
　前記見本画像の動画像と前記特定情報に基づいて、前記見本画像を表示させる表示制御
手段と
　を備える情報処理装置。
【請求項２】
　被写体を撮影する撮影手段
　をさらに備え、
　前記表示制御手段は、前記見本画像の動画像と前記特定情報に基づいて前記見本画像を
表示させるとともに、前記撮影手段により撮影される前記被写体の画像を表示させる
　請求項１に記載の情報処理装置。
【請求項３】
　前記取得手段は、前記見本画像の撮影に関する設定値も取得し、
　前記表示制御手段は、さらに、前記設定値を表示させる
　請求項１に記載の情報処理装置。
【請求項４】
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　記録装置に記録されている動画像を、撮影時に見本とする見本画像の動画像として前記
記録装置から受信するとともに、前記動画像のうちの前記見本画像とする静止画像を特定
するための特定情報を前記記録装置から受信する情報処理装置の情報処理方法において、
　前記記録装置から前記見本画像の動画像と前記特定情報を取得し、
　前記見本画像の動画像と前記特定情報に基づいて、前記見本画像を表示させる
　ステップを含む情報処理方法。
【請求項５】
　記録装置に記録されている動画像を、撮影時に見本とする見本画像の動画像として前記
記録装置から受信するとともに、前記動画像のうちの前記見本画像とする静止画像を特定
するための特定情報を前記記録装置から受信する処理を、コンピュータに行わせるプログ
ラムにおいて、
　前記記録装置から前記見本画像の動画像と前記特定情報を取得し、
　前記見本画像の動画像と前記特定情報に基づいて、前記見本画像を表示させる
　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】
　本発明は情報処理装置および情報処理方法、並びにプログラムに関し、特に、他の装置
が記録している画像を、撮影時に見本とする見本画像として、見本画像と雰囲気が近似す
る画像を撮影することができるようにした情報処理装置および情報処理方法、並びにプロ
グラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、撮影や録音により得られた画像データや音声データ等の素材データを取得して、
記録するカムコーダ(登録商標)から、ネットワーク等を介して、その素材データを取得し
記録する記録装置がある。このような記録装置は、自分自身に記録されている素材データ
に対して、編集などの処理を行う。
【０００３】
　例えば、画像データを取得してビデオテープに記録するカメラ一体型ビデオテープレコ
ーダから、画像データを取得して光ディスクにダビングし、その画像データの編集を行う
ディスクレコーダがある（例えば、特許文献１参照）。
【０００４】
【特許文献１】特開２００４－１７１７１９号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、カムコーダが、記録装置に記録されている素材データを用いて処理を行
うことは考えられていなかった。例えば、カムコーダが、記録装置に記録されている画像
を見本として撮影を行うことは考えられていなかった。
【０００６】
　本発明は、このような状況に鑑みてなされたものであり、他の装置が記録している画像
を、撮影時に見本とする見本画像として、見本画像と雰囲気が近似する画像を撮影するこ
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】
【０００７】
　本発明の一側面の情報処理装置は、記録装置に記録されている動画像を、撮影時に見本
とする見本画像の動画像として前記記録装置から受信するとともに、前記動画像のうちの
前記見本画像とする静止画像を特定するための特定情報を前記記録装置から受信する情報
処理装置において、前記記録装置から前記見本画像の動画像と前記特定情報を取得する取
得手段と、前記見本画像の動画像と前記特定情報に基づいて、前記見本画像を表示させる
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表示制御手段とを備える。
【０００８】
　前記情報処理装置は、被写体を撮影する撮影手段をさらに備え、前記表示制御手段は、
前記見本画像の動画像と前記特定情報に基づいて前記見本画像を表示させるとともに、前
記撮影手段により撮影される前記被写体の画像を表示させることができる。
　前記情報処理装置において、前記取得手段は、前記見本画像の撮影に関する設定値も取
得し、前記表示制御手段は、さらに、前記設定値を表示させることができる。
【０００９】
　本発明の一側面の情報処理方法は、記録装置に記録されている動画像を、撮影時に見本
とする見本画像の動画像として前記記録装置から受信するとともに、前記動画像のうちの
前記見本画像とする静止画像を特定するための特定情報を前記記録装置から受信する情報
処理装置の情報処理方法において、前記記録装置から前記見本画像の動画像と前記特定情
報を取得し、前記見本画像の動画像と前記特定情報に基づいて、前記見本画像を表示させ
るステップを含む。
【００１０】
　本発明の一側面のプログラムは、記録装置に記録されている動画像を、撮影時に見本と
する見本画像の動画像として前記記録装置から受信するとともに、前記動画像のうちの前
記見本画像とする静止画像を特定するための特定情報を前記記録装置から受信する処理を
、コンピュータに行わせるプログラムにおいて、前記記録装置から前記見本画像の動画像
と前記特定情報を取得し、前記見本画像の動画像と前記特定情報に基づいて、前記見本画
像を表示させるステップを含む。
【００１１】
　本発明の一側面においては、記録装置から撮影時に見本とする見本画像の動画像と前記
動画像のうちの前記見本画像とする静止画像を特定するための特定情報が取得され、前記
見本画像の動画像と前記特定情報に基づいて、前記見本画像が表示される。
【発明の効果】
【００１２】
　以上のように、本発明の一側面によれば、他の装置から送信されてくる画像を受信する
ことができる。
【００１３】
　また、本発明の一側面によれば、他の装置が記録している画像を、撮影時に見本とする
見本画像として、見本画像と雰囲気が近似する画像を撮影することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１４】
　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
、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。
【００１５】
　本発明の一側面の情報処理装置は、第１に、
　記録装置（例えば、図１の素材利用装置２９）に記録されている動画像を、撮影時に見
本とする見本画像(例えば、フリーズミックス画像)の動画像として前記記録装置から受信
するとともに、前記動画像のうちの前記見本画像とする静止画像を特定するための特定情
報を前記記録装置から受信する情報処理装置(例えば、図１のカムコーダ２１)において、
　前記記録装置から前記見本画像の動画像と前記特定情報を取得する取得手段(例えば、
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図３７の取得部５０１)と、
　前記見本画像の動画像と前記特定情報に基づいて、前記見本画像を表示させる表示制御
手段(例えば、図３７の表示制御部５０５)と
　を備える。
【００１６】
　本発明の一側面の情報処理装置は、第２に、
　被写体を撮影する撮影手段(例えば、図３７の撮影部５０４)
　をさらに備え、
　前記表示制御手段は、前記見本画像の動画像と前記特定情報に基づいて前記見本画像を
表示させるとともに、前記撮影手段により撮影される前記被写体の画像を表示させる(例
えば、図４４のステップＳ４８４の処理)。
【００１７】
　本発明の一側面の情報処理装置は、
　前記取得手段は、前記見本画像の撮影に関する設定値（例えば、カメラ設定値）も取得
し、
　前記表示制御手段は、さらに、前記設定値を表示させる。
【００１８】
　本発明の一側面の情報処理方法は、
　記録装置（例えば、図１の素材利用装置２９）に記録されている動画像を、撮影時に見
本とする見本画像(例えば、フリーズミックス画像)の動画像として前記記録装置から受信
するとともに、前記動画像のうちの前記見本画像とする静止画像を特定するための特定情
報を前記記録装置から受信する情報処理装置（例えば、図１のカムコーダ２１）の情報処
理方法において、
　前記記録装置から前記見本画像の動画像と前記特定情報を取得し(例えば、図４４のス
テップＳ４８１)、
　前記見本画像の動画像と前記特定情報に基づいて、前記見本画像を表示させる(例えば
、図４４のステップＳ４８４)
　ステップを含む。
【００１９】
　本発明の一側面のプログラムは、
　記録装置（例えば、図１の素材利用装置２９）に記録されている動画像を、撮影時に見
本とする見本画像の動画像として前記記録装置から受信するとともに、前記動画像のうち
の前記見本画像とする静止画像を特定するための特定情報を前記記録装置から受信する処
理を、コンピュータに行わせるプログラムにおいて、
　前記記録装置から前記見本画像の動画像と前記特定情報を取得し(例えば、図４４のス
テップＳ４８１)、
　前記見本画像の動画像と前記特定情報に基づいて、前記見本画像を表示させる(例えば
、図４４のステップＳ４８４)
　ステップを含む。
【００２０】
　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。
【００２１】
　図１は、本発明を適用したネットワークシステム１の構成例を表している。
【００２２】
　図１のネットワークシステム１は、例えば、テレビジョン番組等の制作に用いられる番
組制作支援システムである。テレビジョン番組の制作の工程は、基本的に、企画（構成）
、収録、編集（制作）に分類される。企画（構成）は、テレビジョン番組の制作全体を統
括する工程であり、制作するテレビジョン番組の企画および構想を行って、テレビジョン
番組のシナリオ（筋書き）を作成する工程である。
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【００２３】
　収録は、例えば、制作指示やシナリオにしたがって、制作現場で実際に収録を行う工程
であり、テレビジョン番組を構成する各場面の画像データや音声データ等の素材データを
取得するとともに、撮影(音声の取得も含む)状況を収録する工程である。編集（制作）は
、制作指示やシナリオ等に基づいて、収録により得られた素材データを編集したり、収録
により得られた素材データ、または編集後の素材データ（編集結果）に、収録で得ていな
い他の情報（CG/SI（Computer Graphics/SuperImpose）、ナレーション、または資料映像
や音楽等）を付加したりして、テレビジョン番組として完成されたデータ（素材データ）
であるカンパケを作成する。
【００２４】
　図１のネットワークシステム１は、このような各工程における作業を支援する番組制作
支援システムである。ネットワークシステム１は、カムコーダ２１と２２、アクセスポイ
ント２３と２４、サーバ２５と２６、ファイアウォール２７、素材サーバ２８、素材利用
装置２９、カンパケサーバ３０、ネットワーク３１、およびイントラネット３２から構成
される。
【００２５】
　カムコーダ２１と２２は、テレビジョン番組であるニュース番組の収録や、スポーツ等
の試合の模様、映画などの撮影（音声の取得も含む）に使用される装置である。カムコー
ダ２１と２２は、被写体を撮影して得られた素材データ等を、例えば磁気ディスク、DVD
（Digital Versatile Disc）などの光ディスク、光磁気ディスク、メモリカード、着脱式
ハードディスクドライブなどのリムーバブルメディア３３または素材メモリ１０８（後述
する図３）に記録する。また、カムコーダ２１と２２は、無線を介してアクセスポイント
２３または２４と接続し、アクセスポイント２３と２４と接続されるインターネットなど
のネットワーク３１を介して素材データを他の装置（素材利用装置２９等）に送信する。
【００２６】
　また、カムコーダ２１と２２は、自分自身に装着されたリムーバブルメディア３３から
素材データを再生して、他の装置に送信する。さらに、カムコーダ２１と２２は、ユーザ
の入力に基づいて、収録に関する情報等のように、例えば後段の編集処理時に有用となる
情報等を生成し、カムコーダ２１と２２において得られた素材データにメタデータとして
関連付ける。
【００２７】
　カムコーダ２１と２２には、アクセスポイント２３または２４とネットワーク３１を介
して、サーバ２５と２６が接続される。サーバ２５と２６には、カムコーダ２１と２２に
より取得された素材データが、必要に応じて供給されて記録される。
【００２８】
　イントラネット３２は、ファイアウォール２７を介してネットワーク３１と接続されて
おり、ファイアウォール２７は、ネットワーク３１からイントラネット３２への不正なア
クセスを禁止する。
【００２９】
　イントラネット３２にはまた、素材サーバ２８、素材利用装置２９、およびカンパケサ
ーバ３０が接続されている。
【００３０】
　素材サーバ２８は、素材利用装置２９からイントラネット３２を介して供給される素材
データを蓄積する。素材利用装置２９は、カムコーダ２１と２２から、アクセスポイント
２３または２４、ネットワーク３１、ファイアウォール２７、およびイントラネット３２
を介して送信されてくる（アップロードされる）素材データを記録する。また、素材利用
装置２９は、記録している素材データを素材サーバ２８に供給する。
【００３１】
　さらに、素材利用装置２９は、自分自身が記憶している素材データまたは素材サーバ２
８に蓄積されている素材データを読み出し、カンパケを作成する。そして、素材利用装置
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２９は、そのカンパケをイントラネット３２を介してカンパケサーバ３０に供給する。カ
ンパケサーバ３０は、素材利用装置２９から供給されるカンパケを蓄積する。
【００３２】
　なお、以下では、カムコーダ２１と２２を区別する必要がない場合、それらをまとめて
カムコーダ２１という。また、アクセスポイント２３と２４を区別する必要がない場合、
それらをまとめてアクセスポイント２３という。
【００３３】
　次に、図２を参照して、図１のネットワークシステム１において、テレビジョン番組を
制作する作業者のワークフローを詳細に説明する。なお、図２では、作業者がニュース番
組を作成するものとする。
【００３４】
　図２に示すように、ステップＳ１において、企画の工程を行う企画作業者は、ニュース
となる出来事（事象）の情報を入手し、ステップＳ２に進む。ステップＳ２において、企
画作業者は、ステップＳ１で入手した情報を基に、収録内容を検討(決定)する。
【００３５】
　なお、収録内容は、出来事(トピックス)ごとに区別される。ここで、ステップＳ２で決
定された収録内容は複数あるものとする。企画作業者は、収録内容に固有のＩＤである収
録ＩＤを、テレビジョン番組を収録内容ごとに管理する図示せぬNRC(ニュースルームコン
ピュータ)から取得する。
【００３６】
　ステップＳ２の処理後は、ステップＳ３に進み、企画作業者は、収録先（撮影場所）と
収録日時（撮影日時）を検討する。ステップＳ３の処理後は、ステップＳ４に進み、企画
作業者は、NRCが管理(記憶)するニュース番組のスケジュールに、ステップＳ２で検討さ
れた収録内容を放送する枠（時間枠）を入力することにより、ニュース番組内の時間枠を
確保する。また、企画作業者は、収録内容を説明する説明内容を検討し、その説明内容の
原稿を作成してNRCに記憶させる。さらに、企画作業者は、収録担当者(カメラマン)、収
録するカムコーダ２１のＩＤ（以下、機器ＩＤという）、収録計画(収録内容内の時間割)
などの収録体制を決定する。
【００３７】
　ステップＳ４の処理後は、ステップＳ５に進み、企画作業者は、ステップＳ２で確保し
た時間枠内における、収録内容の放送順序を表す編集枠組を決定する。ステップＳ５の処
理後、編集の工程を行う編集作業者は、ステップＳ４で確保された時間枠に基づいて、プ
ロジェクト(編集作業単位)を素材利用装置２９に作成するとともに、ステップＳ４で作成
された説明内容の原稿を素材利用装置２９に記憶させる。
【００３８】
　ステップＳ６の処理後は、ステップＳ７に進み、編集作業者は、素材利用装置２９に収
録ＩＤごとのディレクトリ(フォルダ)などを作成する。なお、このディレクトリには、収
録ＩＤが対応付けられている。また、ステップＳ５の処理後、ステップＳ８に進み、収録
の工程を行う収録作業者は、収録の準備を行う。具体的には、収録作業者は、NRCから取
得された収録ＩＤを、その収録ＩＤに対応する収録内容を収録するカムコーダ２１に記録
させる。また、収録作業者は、ステップＳ５で決定された編集枠組に基づいて、後述する
収録ＩＤごとのグループのメタデータ(以下、グルーピングメタデータという)をカムコー
ダ２１に記録させる。
【００３９】
　ステップＳ８の処理後は、ステップＳ９に進み、収録作業者は、例えばステップＳ３で
検討された収録日時に収録先に行き、カムコーダ２１を用いてステップＳ２で検討された
収録内容を収録する。そして、収録作業者は、カムコーダ２１から、アクセスポイント２
３、ネットワーク３１などを介して、収録の結果得られる素材データと収録ＩＤを素材利
用装置２９に送信する。これにより、素材利用装置２９には、その収録ＩＤに対応するデ
ィレクトリに素材データが記録される。
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【００４０】
　ステップＳ７とＳ９の処理後は、ステップＳ１０に進み、編集作業者は、素材利用装置
２９のディレクトリに記憶されている素材データを編集し、ステップＳ１１に進む。ステ
ップＳ１１において、編集作業者は、編集の結果得られる素材データをカンパケとして、
素材利用装置２９からイントラネット３２を介してカンパケサーバ３０に保存（記憶）す
る。
【００４１】
　図３は、図１のカムコーダ２１のハードウエア構成例を示すブロック図である。
【００４２】
　図３のカムコーダ２１は、カメラブロック５１、レコーダブロック５２、通信ブロック
５３、電源ブロック５４、マイクロフォン５５、およびスピーカ５６から構成される。
【００４３】
　カメラブロック５１は、レンズ部７１、撮影部７２、ビデオプロセッサ７３、ビデオ符
号化部７４、ビデオI/F（Interface）７５、ビデオプロセッサI/F７６、カメラコントロ
ーラ７７、カメラコントローラI/F７８、ビューファインダI/F７９、ビューファインダ８
０、操作部８１、操作部I/F８２、マイコン８３、レコーダI/F８４、およびバス８５から
構成され、被写体を撮影し、その結果得られる画像データ(ビデオデータ)をレコーダブロ
ック５２に供給する。
【００４４】
　撮影部７２は、例えばCCD（Charge Coupled Device）などから構成され、被写体からの
光をレンズ部７１を介して取得することにより、被写体を撮影する。撮影部７２は、撮影
の結果得られるアナログ信号である画像信号をビデオプロセッサ７３に供給する。ビデオ
プロセッサ７３は、撮影部７２からの画像信号に対して、A/D(Analog/Digital)変換、画
像を調整するための処理などを行う。ビデオプロセッサ７３は、その結果得られるデジタ
ルデータである画像データを、ビデオ符号化部７４またはビデオプロセッサI/F７６に供
給する。
【００４５】
　ビデオ符号化部７４は、例えば、MPEG(Moving Picture Experts Group)2方式で、ビデ
オプロセッサ７３からの画像データを圧縮符号化し、その結果得られる画像データをビデ
オI/F７５に供給する。
【００４６】
　ビデオI/F７５、ビデオプロセッサI/F７６、カメラコントローラI/F７８、ビューファ
インダI/F７９、操作部I/F８２、マイコン８３、およびレコーダI/F８４は、バス８５を
介して相互に接続されている。
【００４７】
　ビデオI/F７５は、ビデオ符号化部７４からの画像データを、バス８５を介してレコー
ダI/F８４に供給する。ビデオプロセッサI/F７６は、ビデオプロセッサ７３からの画像デ
ータを、バス８５を介してビューファインダI/F７９に供給する。
【００４８】
　カメラコントローラ７７は、カメラコントローラI/F７８から供給される制御信号に基
づいて、撮影部７２を制御することにより、絞りやズームの制御を行う。カメラコントロ
ーラI/F７８は、マイコン８３からバス８５を介して供給される制御信号を、カメラコン
トローラ７７に供給する。
【００４９】
　ビューファインダI/F７９は、ビデオプロセッサI/F７６またはレコーダI/F８４から供
給される画像データ、あるいはレコーダI/F８４から供給される各種のメタデータを、ビ
ューファインダ８０に供給する。ビューファインダ８０は、ビューファインダI/F７９か
らの画像データやメタデータに対応する画像を表示する。
【００５０】
　操作部８１は、ユーザからのカメラブロック５１に対する操作（例えば、撮影の指令な
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ど）を受け付け、その操作を表すカメラ操作信号を操作部I/F８２に供給する。操作部I/F
８２は、操作部８１から供給されるカメラ操作信号を、バス８５を介してマイコン８３と
レコーダI/F８４に供給する。
【００５１】
　マイコン８３は、例えば、CPU(Central Processing Unit)、ROM(Read Only Memory)、
およびRAM（Random Access Memory）から構成される。マイコン８３のCPUは、ROMに記憶
されるプログラムを実行することにより、操作部８１からのカメラ操作信号に基づいて、
カメラブロック５１の各部を制御する。例えば、CPUは、バス８５とカメラコントローラI
/F７８を介して、カメラコントローラ７７に制御信号を供給し、絞りやズームの制御を行
う。
【００５２】
　なお、マイコン８３のRAMには、CPUが実行するプログラムやデータなどが適宜記憶され
る。例えば、マイコン８３のRAMには、カメラブロック５１における撮影に関する設定値
（例えば、ホワイトバランス、ゲイン、フィルタ、絞り、シャッタスピード、ズーム、フ
ォーカスなど）(以下、カメラ設定値という)が記憶される。マイコン８３のCPUは、この
カメラ設定値に基づいて、カメラコントローラ７７に制御信号を供給する。マイコン８３
のCPUは、RAMに記憶されているカメラ設定値をレコーダI/F８４に供給する。
【００５３】
　レコーダI/F８４は、レコーダブロック５２とデータをやり取りする。例えば、レコー
ダI/F８４は、レコーダブロック５２のカメラI/F１０９から供給される画像データまたは
メタデータを、バス８５を介してビューファインダI/F７９に供給する。また、レコーダI
/F８４は、ビデオI/F７５から供給される画像データ、操作部I/F８２から供給されるカメ
ラ操作信号、およびマイコン８３からのカメラ設定値をレコーダブロック５２に供給する
。
【００５４】
　レコーダブロック５２は、オーディオプロセッサ１００、オーディオ符号化部１０１、
オーディオI/F１０２、オーディオプロセッサI/F１０３、スピーカI/F１０４、オーディ
オ復号部１０５、マイコン１０６、素材メモリI/F１０７、素材メモリ１０８、カメラI/F
１０９、LCD(Liquid Crystal Display)I/F１１０、ビデオ復号部１１１、LCD１１２、メ
ディアI/F１１３、通信ブロックI/F１１４、およびバス１１５から構成され、カメラブロ
ック５１で取得される画像データ、マイクロフォン５５で取得されるアナログ信号である
音声信号に対応する音声データなどの素材データを記録する。
【００５５】
　オーディオプロセッサ１００は、マイクロフォン５５から供給される音声信号に対して
、A/D変換、音声を調整するための処理などを行う。オーディオプロセッサ１００は、そ
の結果得られるデジタルデータである音声データ(オーディオデータ)を、オーディオ符号
化部１０１とオーディオプロセッサI/F１０３に供給する。オーディオ符号化部１０１は
、オーディオプロセッサ１００からの音声データを、例えばリニアPCM（Pulse Code Modu
lation）方式で符号化し、その結果得られる音声データをオーディオI/F１０２に供給す
る。
【００５６】
　オーディオI/F１０２、オーディオプロセッサI/F１０３、スピーカI/F１０４、マイコ
ン１０６、素材メモリI/F１０７、カメラI/F１０９、LCDI/F１１０、メディアI/F１１３
、および通信ブロックI/F１１４は、バス１１５を介して相互に接続されている。
【００５７】
　オーディオI/F１０２は、オーディオ符号化部１０１からの音声データを、バス１１５
を介して素材メモリ１０８またはメディアI/F１１３に供給する。オーディオプロセッサI
/F１０３は、オーディオプロセッサ１００からの音声データをそのまま、バス１１５を介
してスピーカI/F１０４に供給する。
【００５８】
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　スピーカI/F１０４は、オーディオプロセッサI/F１０３、素材メモリI/F１０７、また
はメディアI/F１１３から供給される音声データを、オーディオ復号部１０５に供給する
。オーディオ復号部１０５は、必要に応じて音声データを復号する。オーディオ復号部１
０５は、その結果得られる音声データをスピーカ５６に供給し、その音声データに対応す
る音声をスピーカ５６から出力させる。
【００５９】
　マイコン１０６は、例えば、CPU,ROM、およびRAMから構成される。マイコン１０６のCP
Uは、ROMに記憶されるプログラムを実行することにより、通信ブロックI/F１１４から供
給される、ユーザによる操作部１３１の操作を表す通信操作信号に基づいて、レコーダブ
ロック５２の各部を制御する。
【００６０】
　例えば、マイコン１０６のCPUは、メディアI/F１１３などから供給される、収録に関す
る情報や各種の設定値などに基づいて、素材データのメタデータ（後述するノンリアルタ
イムメタデータやグルーピングメタデータ）を作成する。
【００６１】
　また、マイコン１０６のCPUは、リムーバブルメディア３３に記録されているデータ全
体に対するメタデータであるディスクメタデータなどを作成する。さらに、マイコン１０
６のCPUは、カメラI/F１０９から供給される画像データに基づいて、その画像データに比
べて解像度の低いプロキシ画像データを作成する。　
【００６２】
　また、マイコン１０６のCPUは、必要に応じて、カメラI/F１０９から供給される画像デ
ータをサンプリング（一定間隔で抽出）し、そのサンプリングされた画像データに基づい
て、サムネイル画像データ（静止画像の画像データ）をサンプリングサムネイル画像デー
タとして作成する。
【００６３】
　さらに、マイコン１０６のCPUは、素材メモリ１０８とリムーバブルメディア３３に対
する記録または再生を制御する。
【００６４】
　なお、マイコン１０６は、必要に応じて、素材メモリ１０８またはリムーバブルメディ
ア３３に対する記録と再生を同時に行う。このとき、マイコン１０６では、いま素材メモ
リ１０８またはリムーバブルメディア３３に記録されているファイルのうちの記録済みの
データを再生することが可能である。
【００６５】
　また、マイコン１０６のCPUは、各種の画面を表示させるための画像データを作成し、L
CDI/F１１０に供給する。さらに、マイコン１０６のCPUは、カメラI/F１０９から供給さ
れるカメラ操作信号と通信ブロックI/F１１４から供給される通信操作信号に基づいて、
カムコーダ２１の動作状態（例えば、記録、再生、低速再生、高速再生、停止など）を判
定し、その動作状態を表すデータを作成する。そして、マイコン１０６のCPUは、カムコ
ーダ２１の動作状態を表すデータ（以下、動作状態データという）と、レコーダI/F８４
から供給されるカメラ設定値を、バス１１５を介して通信ブロックI/F１３６に供給する
。また、マイコン１０６のRAMには、CPUが実行するプログラムやデータなどが適宜記憶さ
れる。
【００６６】
　素材メモリI/F１０７は、例えば素材メモリ１０８に対して高速にアクセスを行い、素
材メモリ１０８に対するデータの記録または再生を行う。
【００６７】
　例えば、素材メモリI/F１０７は、マイコン１０６の制御により、素材データを素材メ
モリ１０８に供給し、ファイルとして記憶させる。また、素材メモリI/F１０７は、マイ
コン１０６の制御により、プロキシ画像データを素材メモリ１０８に供給し、ファイルと
して記憶させる。さらに、素材メモリI/F１０７は、マイコン１０６の制御により、メタ
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データ（素材データのメタデータ、サンプリングサムネイル画像データ、ディスクメタデ
ータなど）を素材メモリ１０８に供給し、ファイルとして記憶させる。
【００６８】
　また、素材メモリI/F１０７は、素材メモリ１０８から素材データを再生し、その素材
データのうちの音声データをスピーカI/F１０４に、画像データをLCDI/F１１０に、それ
ぞれ供給する。さらに、素材メモリI/F１０７は、素材メモリ１０８から素材データ、プ
ロキシ画像データ、メタデータなどを再生し、通信ブロックI/F１１４に供給する。
【００６９】
　カメラI/F１０９は、カメラブロック５１のレコーダI/F８４と接続され、例えばレコー
ダI/F８４から画像データ、カメラ操作信号、およびカメラ設定値を受信する。カメラI/F
１０９は、その画像データ、カメラ操作信号、およびカメラ設定値を、バス１１５を介し
てマイコン１０６に供給するととともに、画像データを素材メモリI/F１０７またはメデ
ィアI/F１１３に供給する。LCDI/F１１０は、素材メモリI/F１０７またはメディアI/F１
１３から供給される画像データを、ビデオ復号部１１１に供給する。
【００７０】
　ビデオ復号部１１１は、必要に応じて、LCDI/F１１０からの画像データを復号し、その
結果得られる画像データをLCD１１２に供給する。LCD１１２は、ビデオ復号部１１１から
の画像データに対応する画像を表示する。
【００７１】
　メディアI/F１１３は、マイコン１０６の制御により、素材データをリムーバブルメデ
ィア３３に供給して、ファイルとして記憶させる。また、メディアI/F１１３は、マイコ
ン１０６の制御により、プロキシ画像データをリムーバブルメディア３３に供給し、ファ
イルとして記憶させる。さらに、メディアI/F１１３は、マイコン１０６の制御により、
メタデータ（素材データのメタデータ、サンプリングサムネイル画像データ、ディスクメ
タデータなど）をリムーバブルメディア３３に供給し、ファイルとして記憶させる。
【００７２】
　さらに、メディアI/F１１３は、カムコーダ２１に装着されたリムーバブルメディア３
３に記録されている収録に関する情報や各種の設定値を読み出し、マイコン１０６に供給
する。
【００７３】
　なお、ここでは、収録に関する情報や各種の設定値などが、リムーバブルメディア３３
からメディアI/F１１３を介してマイコン１０６に入力されるものとしたが、ユーザが操
作部１３１を操作することにより、収録に関する情報や各種の設定値などを、マイコン１
０６に入力するようにしてもよい。
【００７４】
　また、メディアI/F１１３は、リムーバブルメディア３３から素材データを再生し、そ
の素材データのうちの音声データをスピーカI/F１０４に、画像データをLCDI/F１１０に
それぞれ供給する。さらに、メディアI/F１１３は、リムーバブルメディア３３から素材
データ、プロキシ画像データ、メタデータなどを再生し、通信ブロックI/F１１４に供給
する。
【００７５】
　通信ブロックI/F１１４は、通信ブロック５３のレコーダI/F１３５（後述する）と接続
されており、通信ブロック５３とデータをやり取りする。例えば、通信ブロックI/F１１
４は、通信ブロック５３のレコーダI/F１３５から供給される、フリーズミックスの対象
となる画像（以下、フリーズミックス画像という）の画像データなどを、素材メモリI/F
１０７またはメディアI/F１１３に供給し、その画像データを素材メモリ１０８またはリ
ムーバブルメディア３３に記憶させる。
【００７６】
　なお、フリーズミックスとは、過去に撮影された画像を、撮影時に見本とする見本画像
として、半透明でビューファインダ８０に表示させる処理をいう。即ち、フリーズミック
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スの対象とする画像とは、フリーズミックスにおける見本画像である。
【００７７】
　また、通信ブロックI/F１１４は、レコーダI/F１３５から供給される通信操作信号を、
バス１１５を介してマイコン１０６に供給する。
【００７８】
　さらに、通信ブロックI/F１１４は、素材メモリI/F１０７またはメディアI/F１１３か
ら供給される素材データ、プロキシ画像データ、メタデータなどをレコーダI/F１３５に
供給したり、マイコン１０４から供給される動作状態データとカメラ設定値をレコーダI/
F１３５に供給する。
【００７９】
　通信ブロック５３は、操作部１３１、操作部I/F１３２、電源部I/F１３３、マイコン１
３４、レコーダI/F１３５、ネットワークI/F１３６、およびバス１３７により構成され、
図１のアクセスポイント２３、ネットワーク３１などを介して、他の装置とデータの通信
を行うとともに、レコーダブロック５２の電源を制御する。
【００８０】
　操作部１３１は、レコーダブロック５２と通信ブロック５３に対する操作（例えば、再
生の指令など）を受け付け、その操作を表す通信操作信号を操作部I/F１３２に供給する
。操作部I/F１３２、電源部I/F１３３、マイコン１３４、レコーダI/F１３５、およびネ
ットワークI/F１３６は、バス１３７を介して相互に接続されている。
【００８１】
　操作部I/F１３２は、操作部１３１からの通信操作信号をバス１３７を介してマイコン
１３４またはレコーダI/F１３５に供給する。電源部I/F１３３は、マイコン１３４からバ
ス１３７を介して供給される、レコーダブロック５２への電源の供給を制御するための電
源制御信号を、電源ブロック５４の通信ブロックI/F１５２に供給する。
【００８２】
　マイコン１３４は、例えば、CPU,ROM、およびRAMにより構成される。マイコン１３４の
CPUは、ROMに記憶されているプログラムを実行することにより、操作部１３から供給され
る通信操作信号に基づいて、通信ブロック５３の各部を制御する。また、マイコン１３４
のCPUは、ネットワークI/F１３６から供給される、アクセスポイント２３の検出結果を表
す検出信号に基づいて、電源制御信号を生成し、電源部I/F１３３に供給する。
【００８３】
　マイコン１３４のRAMには、CPUにより実行されるプログラムやデータが記憶される。例
えば、RAMには、レコーダI/F１３５を介して供給され、ネットワークI/F１３６を介して
送信される素材データ、プロキシ画像データ、またはメタデータが、一時的に記憶される
。これにより、これらのデータのリムーバブルメディア３３からの再生速度が、送信速度
を上回る場合においても、データを確実に送信することができる。
【００８４】
　レコーダI/F１３５は、レコーダブロック５２の通信ブロックI/F１１４に接続されてお
り、例えば、ネットワークI/F１３６から供給されるフリーズミックス画像の画像データ
、操作部１３２からの通信操作信号などを、通信ブロックI/F１１４に供給する。
【００８５】
　また、レコーダI/F１３５は、通信ブロックI/F１１４から供給される素材データ、プロ
キシ画像データ、メタデータ、動作状態データ、カメラ設定値などを、バス１３７を介し
てマイコン１３４に供給する。
【００８６】
　ネットワークI/F１３６は、FTP（File Transfer Protocol）、UDP（User Datagram Pro
tocol）などに準拠して、図１のアクセスポイント２３、ネットワーク３１などを介して
他の装置(例えば、素材利用装置２９など)と通信を行う。例えば、ネットワークI/F１３
６は、レコーダI/F１３５から供給される素材データ、プロキシ画像データ、メタデータ
などを、メタデータ、プロキシ画像データ、素材データの順に、アクセスポイント２３、
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ネットワーク３１、ファイアウォール２７、およびイントラネット３２を介して、素材利
用装置２９に送信する。即ち、ネットワークI/F１３６は、素材データより先に、メタデ
ータやプロキシ画像データなどの、素材データに比べてデータ量の少ない、素材データに
関連するデータを送信する。
【００８７】
　また、ネットワークI/F１３６は、マイコン１３４から供給される動作状態データ、カ
メラ設定値などを、素材利用装置２９に送信する。
【００８８】
　さらに、例えば、ネットワークI/F１３６は、素材利用装置２９から、イントラネット
３２、ファイアウォール２７、ネットワーク３１、アクセスポイント２３を介して送信さ
れてくるフリーズミックス画像の画像データを受信し、バス１３７を介してレコーダI/F
１３５に供給する。さらに、ネットワークI/F１３６は、アクセスポイント２３を検出し
、その検出結果を表す検出信号をマイコン１３４に供給する。
【００８９】
　電源ブロック５４は、電源部１５１と通信ブロックI/F１５２から構成され、カメラブ
ロック５１、レコーダブロック５２、通信ブロック５３、マイクロフォン５５、およびス
ピーカ５６に電源(電力)を供給する。
【００９０】
　電源部１５１は、通信ブロックI/F１５２から供給される電源制御信号に基づいて、レ
コーダブロック５２への電源の供給を制御する。通信ブロックI/F１５２は、通信ブロッ
ク５３の電源部I/F１３３から供給される電源制御信号を電源部１５１に供給する。
【００９１】
　なお、以下では、説明の便宜上、素材データ、プロキシ画像データ、メタデータなどの
データは、リムーバブルメディア３３に記録されるものとする。
【００９２】
　図４は、図１の素材利用装置２９のハードウエア構成例を示すブロック図である。
【００９３】
　CPU２０１は、ROM２０２、または記録部２０８に記録されているプログラムに従って各
種の処理を実行する。RAM２０３には、CPU２０１が実行するプログラムやデータなどが適
宜記憶される。これらのCPU２０１、ROM２０２、およびRAM２０３は、バス２０４により
相互に接続されている。
【００９４】
　CPU２０１にはまた、バス２０４を介して入出力インターフェース２０５が接続されて
いる。入出力インターフェース２０５には、キーボード、マウス、マイクロフォン、図示
せぬリモートコントローラから送信されてくる指令を受信する受信部などよりなる入力部
２０６、ディスプレイ、スピーカなどよりなる出力部２０７が接続されている。CPU２０
１は、入力部２０６から入力される指令に対応して各種の処理を実行する。そして、CPU
２０１は、処理の結果を出力部２０７に出力する。例えば、CPU２０１は、各種の画面を
表示させるための画像データを作成し、出力部２０７に表示させる。
【００９５】
　入出力インターフェース２０５に接続されている記録部２０８は、例えばハードディス
クからなり、CPU２０１が実行するプログラムや各種のデータを記録する。通信部２０９
は、イントラネット３２を介して外部の装置と通信する。また、通信部２０９は、イント
ラネット３２を介してプログラムを取得し、記録部２０８に記録してもよい。
【００９６】
　入出力インターフェース２０５に接続されているドライブ２１０は、磁気ディスク、光
ディスク、光磁気ディスク、或いは半導体メモリなどのリムーバブルメディア２１１が装
着されたとき、それらを駆動し、そこに記録されているプログラムやデータなどを取得す
る。取得されたプログラムやデータは、必要に応じて記録部２０８に転送され、記録され
る。
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【００９７】
　図５は、図３のLCD１１２に表示される、図１のリムーバブルメディア３３に記録され
るファイルのディレクトリ構造を表す画面の例を示す図である。
【００９８】
　図５において、シンボル２１５は、１つのディレクトリを表している。なお、符号は付
していないが、シンボル（ディレクトリ）２１５と同一のその他のシンボルも、１つのデ
ィレクトリを表している。また、シンボル２１６は、１つのファイルを示している。なお
、符号は付していないが、シンボル（ファイル）２１６と同一のその他のシンボルも、１
つのファイルを示している。
【００９９】
　なお、以下、特に断りの無い限り、ディレクトリとディレクトリのシンボルとは同一で
あるとみなして説明する。同様に、ファイルとファイルのシンボルとは同一であるとみな
して説明する。また、各ディレクトリのそれぞれ、および、各ファイルのそれぞれの識別
を容易なものとするために、以下、ファイルまたはディレクトリの後方に括弧（　）書き
でその名称を記載する。
【０１００】
　図５の例では、リムーバブルメディア３３には、GROUPディレクトリ２１５とクリップ
ルートディレクトリ（CLPR）とが設けられている。
【０１０１】
　GROUPディレクトリ２１５には、リムーバブルメディア３３に記録されている全てのク
リップ（クリップの詳細については後述する）の収録ＩＤごとのグループのグルーピング
メタデータ（後述する図６や図７）のファイルであるグルーピングメタデータファイル２
１６（G0001M01.txt乃至G0003M01.txt）が設けられる。
【０１０２】
　具体的には、例えば、図５は、リムーバブルメディア３３に３つの収録ＩＤに対応する
クリップのデータが記録されている場合の例を示しており、３つの収録ＩＤごとのグルー
プのグルーピングメタデータのそれぞれは、第１のグルーピングメタデータファイル（G0
001M01.txt）、第２のグルーピングメタデータファイル（G0002M01.txt）、および第３の
グルーピングメタデータファイル（G0003M01.txt）といった３つのファイルに分けられて
記録されている。
【０１０３】
　また、クリップルートディレクトリ(CLPR)には、リムーバブルメディア３３に記録され
ているクリップのデータが、クリップ毎に異なるディレクトリに分けて管理されている。
【０１０４】
　なお、クリップとは、カムコーダ２１の撮影処理の回数の単位である。またそれ以外に
も、クリップは、その撮影処理の撮影開始から撮影終了までの時間を示す単位を示したり
、その撮影処理により得られた各種のデータの長さを示す単位を示したり、その撮影処理
により得られた各種のデータのデータ量を示す単位を示す。さらに、クリップは、その各
種のデータの集合体そのものも示す場合もある。
【０１０５】
　ここでは、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およびその画像データに対応する音声データ、並びにメ
タデータ等の集合体を指す。
【０１０６】
　具体的には、例えば、図５は、リムーバブルメディア３３に３つのクリップのデータが
記録されている場合の例を示しており、３つのクリップのデータのそれぞれは、第１のク
リップディレクトリ（C0001）、第２のクリップディレクトリ（C0002）、および第３のク
リップディレクトリ（C0003）といった３つのディレクトリのそれぞれに分けられて管理
されている。
【０１０７】
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　即ち、例えば、リムーバブルメディア３３に記録された最初のクリップの各データは、
第１のクリップディレクトリ（C0001）以下のファイルとして管理されている。
【０１０８】
　具体的には、例えば、図５に示すように、この第１のクリップディレクトリ（C0001）
には、このクリップを管理するファイルであるマスタファイル（C0001C01.SMI）、このク
リップの画像データを含むファイルである画像ファイル（C0001V01.MXF）、このクリップ
の各チャンネルの音声データのそれぞれを含む８つのファイルである音声ファイル（C000
1A01.MXF乃至C0001A08.MXF）、このクリップのプロキシ画像データを含むファイルである
プロキシ画像データファイル（C0001S01.MXF）、このクリップを取得した機器の種類(例
えば、カムコーダ)や機器ＩＤ、クリップの撮影（取得）時におけるカメラ設定値、撮影
日時などのリアルタイム性を要求されないメタデータ（以下、ノンリアルタイムメタデー
タという）を含むファイルであるノンリアルタイムメタデータファイル（C0001M01.XML）
、このクリップのリアルタイム性を要求されるメタデータ（以下、リアルタイムメタデー
タという）を含むファイルであるリアルタイムメタデータファイル（C0001R01.BIM）、サ
ンプリングサムネイル画像データを含むファイルであるサンプリングサムネイル画像ファ
イル(C0001T01.JPG)が設けられている。
【０１０９】
　このように、図５の例では、再生時にリアルタイム性を要求されるデータである、画像
データ、プロキシ画像データ、およびリアルタイムメタデータは、それぞれ１つのファイ
ルとして管理され、それらを別々に必要な場合に、読み出し時間が増加しないようになさ
れている。
【０１１０】
　また、上述したように、音声データも、再生時にリアルタイム性を要求されるが、7.1
チャンネル等のような音声の多チャンネル化に対応するために、８チャンネル用意され、
それぞれ異なるファイルとして管理されている。即ち、ここでは、音声データは８つのフ
ァイルとして管理されるように説明したが、これに限らず、音声データに対応するファイ
ルは、７つ以下であってもよいし、９つ以上であってもよい。
【０１１１】
　同様に、画像データ、プロキシ画像データ、およびリアルタイムメタデータも、場合に
よって、それぞれ、２つ以上のファイルとして管理されるようにしてもよい。
【０１１２】
　また、図５の例では、ノンリアルタイムメタデータファイル（C0001M01.XML）は、汎用
性を持たせるためにXML形式で記述されているが、リアルタイムメタデータファイル（C00
01R01.BIM）は、再生処理の処理時間や処理に必要な負荷を軽減させるために、XML形式の
ファイルをコンパイルしたBIM（BInary format for MPEG-7 data）形式のファイルとされ
ている。
【０１１３】
　上述したような第１のクリップディレクトリ（C0001）のファイルの構成例は、全ての
クリップディレクトリ、即ち、図５の例では、第２のクリップディレクトリ（C0002）お
よび第３のクリップディレクトリ（C0003）においても、同様のファイルの構成例を適用
することができる。従って、それらの説明については省略する。なお、サンプリングサム
ネイル画像データを含むファイルであるサンプリングサムネイル画像ファイル(C0001T01.
JPG)は、記録されていなくてもよい。
【０１１４】
　次に、図６と図７を参照して、グルーピングメタデータについて説明する。
【０１１５】
　図６は、グルーピングメタデータの内容の項目の例を示している。
【０１１６】
　図６の例では、グルーピングメタデータの内容の項目は、「グループタイトル」、「収
録ＩＤ」、「分類」、「オリジナル」、「グループ作成日時」、「送信先」、「撮影日時
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」、「撮影場所」、「撮影者」、「撮影内容」、および「撮影素材（ファイル）」である
。
【０１１７】
　項目「グループタイトル」の内容は、グループの収録内容などを表すタイトルであり、
項目「収録ＩＤ」の内容は、図２のステップＳ２でNRCより取得された収録ＩＤである。
項目「分類」の内容は、グループに分類されたクリップの種類(例えば、フリーズミック
ス、収録など)である。項目「オリジナル」の内容は、グループに分類されたクリップが
、グループに分類されたクリップのデータが収録されたままのオリジナルのデータである
か、収録後に加工されたデータであるかを表す情報である。項目「グループ作成日時」の
内容は、グルーピングメタデータが作成された日時の情報である。
【０１１８】
　項目「送信先」は、項目「名前」、項目「Ｅメールアドレス」、および項目「ウェブサ
イトURL（Uniform Resource Locator）」から構成される。項目「名前」の内容は、グル
ープに分類されたクリップの送信先の名前である。項目「Ｅメールアドレス」の内容は、
その送信先のＥメールアドレスである。項目「ウェブサイトURL」の内容は、その送信先
のウェブサイトのURLである。
【０１１９】
　なお、項目「Ｅメールアドレス」の内容として、複数のＥメールアドレスが記述されて
もよい。また、項目「ウェブサイトURL」の内容として、複数のウェブサイトのURLが記述
されてもよい。
【０１２０】
　項目「撮影日時」は、項目「予定」と項目「実行」から構成される。その項目「予定」
の内容は、図２のステップＳ３で検討された収録日時の情報であり、項目「実行」の内容
は、実際の収録日時の情報である。項目「撮影場所」は、項目「予定」と項目「実行」か
ら構成される。その項目「予定」の内容は、ステップＳ３で検討された収録先の情報であ
り、項目「実行」の内容は、実際の収録先の情報である。この実際の収録先は、例えばカ
ムコーダ２１に設けられた図示せぬGPS（Global Positioning System）により収録時に取
得される、カムコーダ２１の現在の位置を表す位置情報である。
【０１２１】
　項目「撮影者」は、項目「予定」と項目「実行」から構成される。その項目「予定」の
内容は、ステップＳ４で決定された収録担当者の名前である。項目「実行」の内容は、実
際の収録担当者の名前である。項目「撮影内容」の内容は、項目「指示」と項目「実際（
メモ）」から構成される。項目「指示」の内容は、収録計画などの収録内容に関する情報
である。項目「実際（メモ）」の内容は、実際の収録内容に関する情報である。
【０１２２】
　項目「撮影素材」は、項目「タイトル」、項目「UMID（Unique Material IDentifier）
」、項目「メモ」、および項目「送信履歴」から構成される。その項目「タイトル」の内
容は、グループに分類されたクリップのクリップディレクトリ（C0001乃至C0003）の名前
(タイトル)であり、項目「UMID」の内容は、クリップのUMID(詳細は後述する)である。項
目「メモ」の内容は、ユーザにより入力された任意の情報であり、項目「送信履歴」の内
容は、グループに分類された各クリップの送信の有無を表す情報である。
【０１２３】
　なお、UMIDとは、各クリップをグローバルユニークに識別するためのクリップ固有の識
別子であって、SMPTE（Society of Motion Picture and Television Engineers）により
定められる識別子を指す。このUMIDは、例えば画像ファイルやノンリアルタイムメタデー
タに含まれる。
【０１２４】
　図７は、テキスト形式で記述されたグルーピングメタデータの例を示している。
【０１２５】
　図７のグルーピングメタデータでは、項目に続けて、その項目の内容が記述されており
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、項目と項目の内容は、「，（カンマ）」で区切られている。
【０１２６】
　具体的には、図７の例では、項目「グループタイトル」を表す「title」に続けて、そ
の項目「グループタイトル」の内容である「山中湖から見た富士山」が記述されている。
そして、その後に項目「分類」を表す「category」、項目「分類」の内容である「収録」
、項目「オリジナル」を表す「original」、項目「オリジナル」の内容である、オリジナ
ルデータであることを表す「Yes」が順に記述される。
【０１２７】
　その後も同様に、項目「グループ作成日時」を表す「date created」、項目「グループ
作成日時」の内容である「2005/5/16」、項目「撮影日時」の項目「予定」を表す「date 
directed」、その項目「予定」の内容である「2005/5/31」、項目「撮影日時」の項目「
実行」を表す「date carried out」、その項目「実行」の内容である「2005/5/31」、項
目「撮影場所」の項目「予定」を表す「place directed」、その項目「予定」の内容であ
る「山中湖平野」、項目「撮影場所」の項目「実行」を表す「place carried out」、そ
の項目「実行」の内容である「山中湖平野」が順に記述される。
【０１２８】
　また、その後に、項目「撮影者」の項目「予定」を表す「person directed」、その項
目「予定」の内容である「亀井、竹村」、項目「撮影者」の項目「実行」を表す「person
 carried out」、その項目「実行」の内容である「亀井、竹村」、項目「撮影内容」の項
目「指示」を表す「description directed」、その項目「指示」の内容である「XXXX」、
項目「撮影内容」の項目「実際(メモ)」を表す「description occurred」、その項目「実
際(メモ)」の内容である「XXXX」が順に記述される。
【０１２９】
　さらに、その後に、項目「撮影素材（ファイル）」の項目「タイトル」を表す「file t
itle」、その項目「タイトル」の内容のうちの、グループに分類されたクリップの第１の
ファイルのタイトルである「XXXX」、項目「撮影素材」の項目「UMID」を表す「file ID
」、その項目「UMID」の内容のうちの第１のファイルのUMIDである「XXXX」、項目「撮影
素材」の項目「メモ」を表す「memo」、その項目「メモ」の内容である「XXXX」が順に記
述される。
【０１３０】
　そして、その後に、第１のファイルと同様に、第２と第３のファイルの項目「タイトル
」、項目「UMID」、および項目「メモ」と、それらの内容が記述される。
【０１３１】
　図８は、図４の素材利用装置２９の出力部２０７に表示される、記録部２０８に記録さ
れるファイルのディレクトリ構造を表す画面の例を示している。
【０１３２】
　なお、図８に示すディレクトリは、図２のステップＳ７において編集作業者が作成の作
業を行うことにより作成される。
【０１３３】
　図８に示すように、記録部２０８には、番組ディレクトリ２３１が設けられる。この番
組ディレクトリ２３１には、テレビジョン番組を構成するクリップのファイルが下位のデ
ィレクトリに設けられる。図８の例では、番組ディレクトリ２３１に、20XX年8月15日12
時のニュース番組を構成するクリップのファイルが下位のディレクトリに設けられる。
【０１３４】
　番組ディレクトリ２３１には、ニュース番組内の枠に対応するニュースＡディレクトリ
２３２が設けられ、ニュースＡディレクトリ２３２の下位のディレクトリには、ニュース
Ａを構成する収録内容を収録するカムコーダ２１のディレクトリが設けられる。
【０１３５】
　図８の例では、１つのカムコーダディレクトリ２３３（NWC-001）が設けられている。
カムコーダディレクトリ２３３の下位には、実体ディレクトリ２３４、一時保存ディレク
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トリ２３５、および蓄積ディレクトリ２３６が設けられる。
【０１３６】
　実体ディレクトリ２３４には、カムコーダ２１の現在（リアルタイム）の状態を表すフ
ァイルが下位に設けられる。
【０１３７】
　具体的には、実体ディレクトリ２３４には、カムコーダ２１の現在の動作状態を表すデ
ータ、カムコーダ２１の現在のカメラブロック設定値、カムコーダ２１において現在取得
または再生中のクリップの素材データ、カムコーダ２１に装着されるリムーバブルメディ
ア３３に現在記録されているファイルの内容などの表示、およびカムコーダ２１の制御（
例えば、記録、再生、低速再生、高速再生、停止など）に対応するファイル（仮想ファイ
ル）が下位に設けられる。
【０１３８】
　このように、実体ディレクトリ２３４には、カムコーダ２１のリアルタイムの状態を表
すファイルが記録されるので、素材利用装置２９のユーザは、実体ディレクトリ２３４に
より、カムコーダ２１における現在の収録状況を把握することができる。
【０１３９】
　なお、実体ディレクトリ２３４は、素材利用装置２９がカムコーダ２１と通信可能な状
態にあるとき、表示される。これにより、素材利用装置２９のユーザは、素材利用装置２
９がカムコーダ２１と通信可能な状態にあるかどうかを認識することができる。
【０１４０】
　ここで、実体ディレクトリ２３４のシンボルは、素材利用装置２９がカムコーダ２１と
通信可能な状態にあるかどうかを視認可能に表示されればよく、表示方法は上述した方法
に限定されない。例えば、通信不可能な状態にある場合と通信可能な状態にある場合で、
実体ディレクトリ２３４のシンボルの色が変更して表示されるようにしてもよい。
【０１４１】
　一時保存ディレクトリ２３５には、動作状態データのファイル、カムコーダ２１のカメ
ラ設定値のファイル、およびリムーバブルメディア３３に記録されているクリップのファ
イルが、下位に一時的に設けられる。なお、一時保存ディレクトリ２３５に記録されるク
リップのファイルは、蓄積ディレクトリ２３６に記録されるクリップのファイルと同一の
ものである。
【０１４２】
　このように、カムコーダ２１と素材利用装置２９との接続が中断され、カムコーダ２１
から素材利用装置２９にクリップが送信されてこない場合に、ユーザは、一時保存ディレ
クトリ２３５を読み出し、接続が中断された時点においてカムコーダ２１に記録されてい
るクリップを把握することができる。
【０１４３】
　蓄積ディレクトリ２３６には、リムーバブルメディア３３に記録されているクリップが
、収録内容ごとのグループのディレクトリに分けて管理されている。
【０１４４】
　図８の例では、蓄積ディレクトリ２３６に、２つのグループのクリップが記録されてお
り、蓄積ディレクトリ２３６には、第１のグループのディレクトリであるクリップグルー
プディレクトリ２３７と、第２のグループのディレクトリであるクリップグループディレ
クトリ２３８が設けられている。なお、クリップグループディレクトリ２３７と２３８の
名前には、例えば、対応する第１と第２のグループのグルーピングメタデータの項目「グ
ループタイトル」（図６）の内容（図８の例ではグループタイトルＡとＢ）が用いられる
。
【０１４５】
　クリップグループディレクトリ２３７と２３８の下位には、対応する第１と第２のグル
ープのグルーピングメタデータファイル、および第１と第２のグループに分類されたクリ
ップのディレクトリが設けられる。図８の例では、クリップグループディレクトリ２３８
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の下位に、第２のグループのグルーピングメタデータファイル２３９、並びにクリップデ
ィレクトリ２４０と２４１が設けられている。
【０１４６】
　グルーピングメタデータファイル２３９は、リムーバブルメディア３３に記録される図
５のグルーピングメタデータファイル（G0002M01.txt）が素材利用装置２９に送信されて
記録されたものである。また、クリップディレクトリ２３７と２３８は、リムーバブルメ
ディア３３に記録される図５のクリップディレクトリ(C0001とC0002)のクリップが素材利
用装置２９に送信されて記録されたものである。
【０１４７】
　なお、以下では、クリップグループディレクトリ２３７と２３８を区別する必要がない
場合、それらをまとめてクリップグループディレクトリ２３８という。また、クリップデ
ィレクトリ２４０と２４１を区別する必要がない場合、それらをまとめてクリップディレ
クトリ２４０という。
【０１４８】
　また、図８の例では、クリップディレクトリ２４０が、収録ＩＤごとのクリップグルー
プディレクトリ２３７に分類して記録されたが、カメラマンや収録指示のキーワード（例
えば、インタビュー、現場撮影など）ごとのディレクトリに分類して記録されるようにし
してもよい。この場合、クリップディレクトリ２４０のクリップが分類されるグループの
グルーピングメタデータ（図６）の項目「撮影者」の項目「実行」の内容や、項目「撮影
内容」の項目「指示」の内容に基づいて、クリップディレクトリ２４０が分類される。
【０１４９】
　次に、図９を参照して、図８の実体ディレクトリ２３４の詳細について説明する。
【０１５０】
　図９では、実体ディレクトリ２３４の下位に、現在画像ファイル２５１と記録画像ディ
レクトリ２５２が設けられている。
【０１５１】
　現在画像ファイル２５１は、カメラブロック５１で現在取得（撮影）されている素材デ
ータに対応するファイル（仮想ファイル）である。そして、現在画像ファイル２５１のシ
ンボル内の表示領域２５１Ａには、カメラブロック５１で現在取得されている画像データ
のうちの、一定時間ごとの画像データに対応する静止画像であるサムネイル画像が表示さ
れる。
【０１５２】
　記録画像ディレクトリ２５２は、リムーバブルメディア３３に記録されているファイル
のディレクトリに対応するディレクトリである。即ち、記録画像ディレクトリ２５２の下
位には、リムーバブルメディア３３に設けられているグループディレクトリ２１５に対応
するグループディレクトリ２５３と、図５のクリップルートディレクトリ（CLPR）に対応
するクリップルートディレクトリ２５４が設けられる。
【０１５３】
　クリップルートディレクトリ２５４の下位には、図５のクリップディレクトリ（C0001
乃至C0003）に対応するクリップディレクトリ２５５乃至２５７が設けられる。なお、ク
リップディレクトリ２５５乃至２５７のシンボル内の表示領域２５５Ａ乃至２５７Ａには
、クリップディレクトリ２５５乃至２５７のクリップの画像データの所定のフレームのサ
ムネイル画像が表示される。
【０１５４】
　ここで、ユーザが、図４の入力部２０６を操作し、現在画像ファイル２５１をダブルク
リックすると、出力部２０７には図１０に示す画面が表示(提示)される。
【０１５５】
　即ち、出力部２０７には、図１０に示すように、表示部２７１、記録ボタン２７２、お
よび停止ボタン２７３が表示される。表示部２７１には、カメラブロック５１で現在取得
されている画像データに対応する画像が表示される。記録ボタン２７２は、表示部２７１
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に表示されている画像に対応する素材データのリムーバブルメディア３３への記録を指令
するときに操作される。停止ボタン２７３は、その記録の停止を指令するときに操作され
る。
【０１５６】
　また、ユーザが入力部２０６を操作し、図９のクリップディレクトリ２５５乃至２５７
をダブルクリックすると、出力部２０７には、図１１に示す画面が表示される。
【０１５７】
　即ち、出力部２０７には、図１０に示すように、表示部２８１、時間位置制御バー２８
２、再生速度制御バー２８３、高速逆転ボタン２８４、停止ボタン２８５、再生ボタン２
８６、および高速前進ボタン２８７が表示される。
【０１５８】
　表示部２８１には、リムーバブルメディア３３に記録されている、クリップディレクト
リ２５５乃至２５７に対応するクリップディレクトリ（C0001またはC0002）の画像ファイ
ル（C0001V01.MXFまたはC0002V02.MXF）に基づく画像が表示される。時間位置制御バー２
８２には、表示部２８１に表示される画像に対応する画像データのタイムスタンプを指定
するときに操作される。具体的には、ユーザは、時間位置制御バー２８２に設けられたつ
まみ２８２Ａを移動させることにより、表示部２８１に表示される画像に対応する画像デ
ータのタイムスタンプを指定（変更）する。
【０１５９】
　また、再生速度制御バー２８３は、リムーバブルメディア３３から画像データを再生す
る再生速度を指定するときに操作される。具体的には、ユーザは、再生速度制御バー２８
３に設けられたつまみ２８３Ａを移動させることにより、再生速度を指定（変更）する。
例えば、ユーザは、つまみ２８３Ａを、再生速度制御バー２８３の中央に移動させること
により、再生速度のゼロ、即ち停止を指定する。また、ユーザは、つまみ２８３Ａを右方
向に移動させることにより、順方向の再生の再生速度を指定し、つまみ２８３Ａを左方向
に移動させることにより、逆方向の再生の再生速度を指定する。
【０１６０】
　高速逆転ボタン２８４は、リムーバブルメディア３３から画像データを高速で逆再生し
、その逆再生された画像データに対応する画像を表示部２８１に表示させるとき操作され
る。停止ボタン２８５は、リムーバブルメディア３３からの画像データの再生を停止する
ときに操作される。再生ボタン２９６は、リムーバブルメディア３３から画像データを通
常の速度で再生し、その再生された画像データに対応する画像を表示部２８１に表示させ
るとき操作される。
【０１６１】
　高速前進ボタン２８５は、リムーバブルメディア３３から画像データを高速で再生し、
その再生された画像データに対応する画像を表示部２８１に表示させるときに操作される
。
【０１６２】
　図１２は、図３のカムコーダ２１の機能的構成例を示すブロック図である。
【０１６３】
　図１２のカムコーダ２１は、カムコーダ情報送信部２９１、フリーズミックス処理部２
９２、およびテープライク再生部２９３から構成される。
【０１６４】
　カムコーダ情報送信部２９１は、リムーバブルメディア３３に記録されているファイル
と、カムコーダ２１のリアルタイムの状態を表す情報である状態情報を送信する。
【０１６５】
　フリーズミックス処理部２９２は、素材利用装置２９から送信されてくるフリーズミッ
クス画像に基づいて、フリーズミックスを行う。
【０１６６】
　テープライク再生部２９３は、リムーバブルメディア３３に記録されているクリップの
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テープライク再生を行う。なお、テープライク再生とは、リムーバブルメディア３３に記
録される順に再生することをいう。
【０１６７】
　図１３は、図１２のカムコーダ情報送信部２９１の詳細構成例を示すブロック図である
。
【０１６８】
　図１３のカムコーダ情報送信部２９１は、素材データ取得部３００、プロキシ画像デー
タ取得部３０１、メタデータ取得部３０３、状態取得部３０４、作成部３０５、送信部３
０６、受信部３０７、制御部３０８、リスト管理部３０９、およびリスト記憶部３１０か
ら構成される。
【０１６９】
　なお、素材データ取得部３００、プロキシ画像データ取得部３０１、メタデータ取得部
３０３、状態取得部３０４、作成部３０５、制御部３０８、リスト管理部３０９、および
リスト記憶部３１０は、例えば、図３のマイコン１０６に対応し、送信部３０６と受信部
３０７は、例えば、通信ブロック５３に対応する。
【０１７０】
　素材データ取得部３００は、リムーバブルメディア３３からクリップの素材データのフ
ァイル（C0001V01.MXF乃至C0001A08.MXF）を再生し、クリップの素材データを取得する。
そして、素材データ取得部３００は、そのクリップの素材データを送信部３０６に供給す
るとともに、クリップの代表的な画像データを作成部３０５に供給する。なお、代表的な
画像データとは、例えば、先頭の画像データ、画像データに付加されたエッセンスマーク
（電子マーク）のフレームの画像データ、一定時間ごとの画像データなどである。
【０１７１】
　プロキシ画像データ取得部３０１は、リムーバブルメディア３３からプロキシ画像デー
タファイル（C0001S01.MXF）を再生し、プロキシ画像データを取得する。そして、プロキ
シ画像データ取得部３０１は、そのプロキシ画像データを送信部３０６に供給する。
【０１７２】
　サンプリングサムネイル画像データ取得部３０２は、リムーバブルメディア３３からサ
ンプリングサムネイル画像ファイル(C0001T01.JPG)を再生し、サンプリングサムネイル画
像データを取得する。そして、サンプリングサムネイル画像データ取得部３０２は、その
サンプリングサムネイル画像データを送信部３０６に供給する。
【０１７３】
　メタデータ取得部３０３は、リムーバブルメディア３３から、グルーピングメタデータ
ファイル(G0001M01.txt乃至G0003M01.txt)、ノンリアルタイムメタデータファイル（C000
1M01.XML）、およびリアルタイムメタデータファイル（C0001R01.BIM）を再生し、グルー
ピングメタデータ、ノンリアルタイムメタデータ、およびリアルタイムメタデータを取得
する。メタデータ取得部３０３は、グルーピングメタデータを送信部３０６に供給すると
ともに、ノンリアルタイムメタデータとリアルタイムメタデータを、クリップメタデータ
として送信部３０６に供給する。また、メタデータ取得部３０３は、リムーバブルメディ
ア３３から、リムーバブルメディア３３に記録されているファイルのディレクトリ構造（
図５）を表すディレクトリ情報を再生して取得し、送信部３０６に供給する。
【０１７４】
　状態取得部３０４は、カメラブロック５１のマイコン８３のRAMからカメラ設定値を読
み出し取得する。また、状態取得部３０４は、操作部８１からのカメラ操作信号と操作部
１３１からの通信操作信号に基づいて、動作状態データを作成する。また、状態取得部３
０４は、現在取得または再生中のクリップの素材データを取得する。そして、状態取得部
３０４は、カメラ設定値、動作状態データ、および現在取得または再生中のクリップの素
材データを送信部３０６に供給する。さらに、状態取得部３０４は、現在取得または再生
中のクリップの素材データのうちの代表的な画像データを作成部３０５に供給する。
【０１７５】
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　作成部３０５は、送信部３０６から供給される、プロキシ画像データの送信に必要な送
信時間が所定時間以上であるかどうかの判定結果、送信部３０６からの要求、および素材
データ取得部３００からの画像データに基づいて、その画像データのサムネイル画像デー
タを作成し、送信部３０６に供給する。また、作成部３０５は、送信部３０６からの要求
に応じて、状態取得部３０４から供給される、現在取得または再生中のクリップの画像デ
ータのサムネイル画像データを作成し、送信部３０６に供給する。
【０１７６】
　送信部３０６は、プロキシ画像データ取得部３０１からのプロキシ画像データに基づい
て、そのプロキシ画像データの素材利用装置２９への送信に要する送信時間を計算し、そ
の送信時間が所定の時間以上であるかどうかを判定する。そして、送信部３０６は、その
判定の結果を作成部３０５に供給する。
【０１７７】
　また、送信部３０６は、メタデータ取得部３０３から供給されるクリップメタデータの
ノンリアルタイムメタデータから、機器の種類と機器ＩＤを、機器情報として抽出すると
ともに、グルーピングメタデータから収録ＩＤを抽出する。
【０１７８】
　さらに、送信部３０６は、リスト管理部３０９から供給される送信対象とするクリップ
のリストである送信リストに基づいて、送信対象であるクリップの、機器情報、ディレク
トリ情報、メタデータ、プロキシ画像データ、および素材データを、順にFTPに準拠して
素材利用装置２９に送信する。なお、送信部３０６は、送信時間の判定の結果に応じて、
プロキシ画像データの代わりに、作成部３０５から供給されるサムネイル画像データを送
信する。そして、送信部３０６は、送信済みのクリップのグルーピングメタデータの項目
「送信履歴」の、そのクリップに対応する内容を「送信有」に更新する。さらに、送信部
３０６は、送信対象とするクリップの送信の完了をリスト管理部３０９に通知する。
【０１７９】
　また、送信部３０６は、受信部３０７から供給される取得要求に応じて、カメラ設定値
、動作状態データ、現在取得または再生中のクリップの素材データ、またはリムーバブル
メディア３３に記録されているクリップの各データを状態情報として、素材利用装置２９
に送信する。
【０１８０】
　さらに、送信部３０６は、受信部３０７からの取得要求に応じて、リムーバブルメディ
ア３３に記録されているクリップの、サムネイル画像データと現在取得または再生中のク
リップのサムネイル画像データの作成を作成部３０５に要求する。そして、送信部３０６
は、その要求に応じて作成部３０５から供給されるサムネイル画像データとディレクトリ
情報を、素材利用装置２９に送信する。
【０１８１】
　なお、送信部３０６は、送信対象であるクリップの各データ（機器情報、収録ＩＤ、お
よびディレクトリ情報を含む）、状態情報、およびサムネイル画像データそれぞれの送信
を排他的に行い、送信速度を向上させるようにしてもよい。
【０１８２】
　受信部３０７は、素材利用装置２９から送信されてくるカムコーダ２１を制御するため
の制御信号を制御部３０８に供給する。また、受信部３０７は、素材利用装置２９から送
信されてくる、状態情報の取得要求を受信し送信部３０６に供給する。さらに、受信部３
０７は、ディレクトリ情報とサムネイル画像データの取得要求を受信し、送信部３０６に
供給する。
【０１８３】
　制御部３０８は、受信部３０７からの制御信号に基づいて、撮影、記録、削除、または
再生などを制御する。例えば、制御部３０８は、制御信号に基づいて、マイコン８３のRA
Mに保持されているカメラ設定値を変更して撮影を制御する。また、制御部３０８は、制
御信号に応じて、リムーバブルメディア３３に記録されているクリップを削除する。制御
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部３０８は、必要に応じて、制御信号に対応する処理（例えば、撮影、記録、削除、また
は再生などを制御する処理）の完了を、送信部３０６を介して素材利用装置２９に送信す
る。
【０１８４】
　リスト管理部３０９は、クリップのグルーピングメタデータの項目「撮影素材」の項目
「送信履歴」(図６)の内容に基づいて、未送信のクリップを抽出し、そのクリップを送信
対象として送信リストを作成し、リスト記憶部３１０に供給する。
【０１８５】
　また、リスト管理部３０９は、リスト記憶部３１０から送信リストを読み出し、送信部
３０６に供給する。さらに、リスト管理部３０９は、送信部３０６から供給される送信対
象のクリップの送信の完了の通知に応じて、リスト記憶部３１０に記憶されている送信リ
ストを削除する。リスト記憶部３１０は、リスト管理部３０９からの送信リストを記憶す
る。
【０１８６】
　図１４は、図４の素材利用装置２９の機能的構成例を示すブロック図である。
【０１８７】
　図１４の素材利用装置２９は、カムコーダ情報管理部３１１とフリーズミックス送信部
３１２から構成される。
【０１８８】
　カムコーダ情報管理部３１１は、図１２のカムコーダ情報送信部２９１（の送信部３０
６）から送信されてくる、リムーバブルメディア３３に記録されているファイルと状態情
報を管理する。
【０１８９】
　フリーズミックス送信部３１２は、図４の記録部２０８に記録されている画像(データ)
のうち、ユーザにより指定された画像をフリーズミックス画像として、カムコーダ２１の
フリーズミックス処理部２９２に送信する。
【０１９０】
　図１５は、図１４のカムコーダ情報管理部３１１の詳細構成例を示すブロック図である
。
【０１９１】
　図１５のカムコーダ情報管理部３１１は、状態取得部３２１、状態記録部３２２、削除
部３２３、データ取得部３２４、データ記録部３２５、表示制御部３２６、入力部３２７
、および制御部３２８から構成される。なお、状態取得部３２１、削除部３２３、データ
取得部３２４、表示制御部３２６、および制御部３２８は、例えば図４のCPU２０１に対
応し、状態記録部３２２は、例えばRAM２０３に対応する。また、データ記録部３２２は
、例えば記録部２０８に対応し、入力部３２７は、例えば入力部２０６に対応する。
【０１９２】
　状態取得部３２１は、入力部３２７からの指令に応じて、状態情報の取得要求をカムコ
ーダ２１の受信部３０７に送信する。また、状態取得部３２１は、ディレクトリ情報とサ
ムネイル画像データの取得要求を、カムコーダ２１の受信部３０７に送信する。
【０１９３】
　さらに、状態取得部３２１は、図１３の送信部３０６から送信されてくる、状態情報、
ディレクトリ情報、リムーバブルメディア３３に記録されているクリップのサムネイル画
像データ、および現在取得または再生中のクリップのサムネイル画像データを取得（受信
）し、状態記録部３２２に供給する。また、状態取得部３２１は、状態情報のうちのカメ
ラ設定値と動作状態データを、データ記録部３２５に供給する。
【０１９４】
　状態記録部３２２は、状態取得部３２１からの状態情報、ディレクトリ情報、リムーバ
ブルメディア３３に記録されているクリップの、サムネイル画像データ、および現在取得
または再生中のクリップのサムネイル画像データを記録する。
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【０１９５】
　削除部３２３は、送信部３０６から送信されてくる削除の完了の通知に応じて、データ
記録部３２５の一時保存ディレクトリ２３５に記録されている、リムーバブルメディア３
３から削除されたクリップの各データを削除する。データ取得部３２４は、送信部３０６
から供給されるクリップの各データを取得し、データ記録部３２５に供給する。
【０１９６】
　データ記録部３２５は、データ取得部３２４からのクリップの各データを、図８の一時
保存ディレクトリ２３５と蓄積ディレクトリ２３６に記録する。また、データ記録部３２
５は、状態取得部３２１からのカメラ設定値と動作状態データを、一時保存ディレクトリ
２３５に記録する。
【０１９７】
　なお、蓄積ディレクトリ２３６に記録可能なデータの容量が決まっている場合、データ
取得部３２４は、蓄積ディレクトリ２３６に記録されるクリップディレクトリ２４０のう
ち、カムコーダ２１により取得（撮影）されてから所定の日数以上経過しているものを読
み出し、図１の素材サーバ２８などに送信して記録させるようにしてもよい。例えば、所
定の日数が１日である場合、蓄積ディレクトリ２３６には、本日(現在の日付)取得された
クリップのクリップディレクトリ２４０だけが記録される。その結果、本日取得されたク
リップのクリップディレクトリ２４０だけを、図８の画面にまとめて表示させることがで
きる。
【０１９８】
　また、データ取得部３２４は、クリップの各データの取得状況(受信状況)に応じて、表
示制御部３２６を制御し、クリップの受信状況をユーザに通知する。
【０１９９】
　表示制御部３２６は、入力部３２７からの指令に応じて、状態記録部３２２に記録され
ている状態情報あるいは現在取得または再生中のクリップの素材データを読み出し、それ
らに基づいて出力部２０７(図４)に画像を表示させる。また、表示制御部３２６は、入力
部３２７からの指令に応じて、データ記録部３２５に記録されているクリップの各データ
を読み出し、それに基づいて出力部２０７に画像を表示させる。
【０２００】
　入力部３２７は、ユーザからの操作を受け付け、その操作に対応する指令を、状態取得
部３２１、表示制御部３２６、または制御部３２８に供給する。制御部３２８は、入力部
３２７からの指令に応じて、カムコーダ２１を制御するための制御信号を生成し、カムコ
ーダ２１（の受信部３０７）に送信する。
【０２０１】
　次に、図１６Ａと図１６Ｂを参照して、状態情報の現在取得中のクリップの素材データ
の通信について説明する。
【０２０２】
図１６Ａは、カムコーダ２１の送信部３０６における、現在取得中のクリップの素材デー
タの送信について説明する図である。なお、図１６Ａでは、素材データのフレーム＃１乃
至フレーム＃４が順に取得されるものとする。ここで、フレーム＃ｉとは、ｉ番目に取得
されるフレームを表している。
【０２０３】
　図１６Ａに示すように、送信部３０６は、現在取得中のクリップの画像データのフレー
ムごとに誤り訂正コードを付加し、素材データをフレーム単位で送信する。なお、画像デ
ータが、MEPG方式で符号化されている場合、誤り訂正コードは、GOPごとに付加されても
よい。
【０２０４】
　図１６Ａに示すように、素材データのフレーム＃１が取得されると、送信部３０６は、
そのフレーム＃１のUDPに準拠した送信を開始する。フレーム＃１の送信が終了するまで
に、素材データのフレーム＃２とフレーム＃３が取得され、フレーム＃４の取得が開始さ
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れると、送信部３０６は、フレーム＃１の送信終了後に、その直前に取得されたフレーム
(図１６Ａの例の場合、フレーム＃３)のUDPに準拠した送信を開始する。即ち、送信部３
０６は、フレーム＃２を送信しない。
【０２０５】
　以上のように、送信部３０６は、現在取得中のクリップの素材データとして、素材デー
タのフレームを取得順にすべて送信するのではなく、新たなフレームの送信開始時（前回
のフレームの送信終了時）の直前に取得されたフレームだけを送信するので、ネットワー
ク３１における通信速度が遅く、素材データの１フレームの送信が終了するまでに、複数
のフレームが取得される場合であっても、最近取得されたフレームを送信することができ
る。即ち、取得された素材データをリアルタイムに送信することができる。
【０２０６】
　また、送信部３０６は、フレームをUDPに準拠して送信するので、送信処理における負
荷を軽減し、そのフレームを迅速に送信することができる。
【０２０７】
　図１６Ｂは、素材利用装置２９の状態取得部３２１における、現在取得中のクリップの
素材データの受信（取得）について説明する図である。なお、図１６Ｂでは、素材データ
のフレーム＃１１乃至フレーム＃１４が順に受信されるものとする。ここで、フレーム＃
ｊとは、ｊ番目にカムコーダ２１から受信されるフレームを表している。
【０２０８】
　図１６Ｂに示すように、状態取得部３２１は、カムコーダ２１から受信した素材データ
を、状態記録部３２２を介して、表示制御部３２６に供給する。表示制御部３２６は、状
態取得部３２１から供給される素材データの画像データに基づいて、その画像データに対
応する画像を、所定の時間（例えば、１フレームまたは１GOPに対応する時間）、図１０
の表示部２７１に表示させる。
【０２０９】
　具体的には、図１６Ｂに示すように、状態取得部３２１から現在取得中のクリップの素
材データとして、素材データのフレーム＃１１が受信されると、表示制御部３２６は、そ
のフレーム＃１１に対応する画像の表示を開始する。フレーム＃１１の表示が終了するま
でに、状態取得部３２１において素材データのフレーム＃１２とフレーム＃１３が受信さ
れ、フレーム＃１４の受信が開始されると、表示制御部３２６は、フレーム＃１１に対応
する画像の表示終了後に、その直前に受信されたフレーム(図１６Ｂの例の場合、フレー
ム＃１３)に対応する画像の表示を開始させる。即ち、表示制御部３２６は、フレーム＃
１２に対応する画像を表示させない。
【０２１０】
　以上のように、表示制御部３２６は、現在取得中のクリップの素材データとして受信さ
れたすべてのフレームに対応する画像を、そのフレームの受信順に表示させるのではなく
、新たなフレームに対応する画像の表示開始時（前回のフレームに対応する画像の表示終
了時）の直前に受信されたフレームに対応する画像だけを表示させるので、ネットワーク
３１における通信速度が速く、素材データの１フレームに対応する画像の表示が終了する
までに、複数のフレームが受信される場合であっても、最近受信されたフレームに対応す
る画像を表示させることができる。即ち、受信された素材データに対応する画像をリアル
タイムに表示させることができる。
【０２１１】
　なお、図１６Ａと図１６Ｂにおいては、現在取得中の素材データの通信について説明し
たが、現在再生中の素材データの通信についても同様である。
【０２１２】
　次に、図１７を参照して、素材利用装置２９が図９の現在画像ファイル２５１を表示さ
せる表示処理について説明する。この表示処理は、例えば、ユーザにより図８の実体ディ
レクトリ２３４が指定(クリック)されたとき開始される。
【０２１３】
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　ステップＳ２１において、素材利用装置２９の状態取得部３２１は、ディレクトリ情報
、並びにリムーバブルメディア３３に記録されているクリップのサムネイル画像データと
現在取得または再生中のクリップのサムネイル画像データの取得を、カムコーダ２１に要
求し、ステップＳ２２に進む。
【０２１４】
　ステップＳ４１において、カムコーダ２１の受信部３０７は、状態取得部３２１からの
取得要求を受信し、その取得要求を送信部３０６を介して作成部３０５に供給する。作成
部３０５は、その取得要求、素材データ取得部３００からの画像データ、および状態取得
部３０４からの画像データに基づいて、リムーバブルメディア３３に記録されているクリ
ップの、サムネイル画像データと現在取得または再生中のクリップのサムネイル画像デー
タを作成し、送信部３０６に供給する。
【０２１５】
　ステップＳ４１の処理後は、ステップＳ４２に進み、送信部３０６は、作成部３０５か
ら供給される、リムーバブルメディア３３に記録されているクリップのサムネイル画像デ
ータと現在取得または再生中のクリップのサムネイル画像データ、並びにディレクトリ情
報を素材利用装置２９に送信し、ステップＳ４３に進む。
【０２１６】
　ステップＳ２２において、素材利用装置２９の状態取得部３２１は、ディレクトリ情報
、並びにリムーバブルメディア３３に記録されているクリップのサムネイル画像データと
現在取得または再生中のクリップのサムネイル画像データを受信し、状態記録部３２２に
供給して記憶させる。ステップＳ２２の処理後は、ステップＳ２３に進み、表示制御部３
２６は、ステップＳ２２で記憶されたディレクトリ情報、並びにリムーバブルメディア３
３に記録されているクリップのサムネイル画像データと現在取得または再生中のクリップ
のサムネイル画像データを読み出し、それらに基づいて図９に示す画面を出力部２０７に
表示させる。
【０２１７】
　このとき、ユーザは、入力部３２７（２０６）を操作して、図９の現在画像ファイル２
５１のシンボル、およびクリップディレクトリ２５５乃至２５７のシンボルうち、所望の
シンボルをダブルクリックする。なお、ここでは、ユーザは、現在画像ファイル２５１を
ダブルクリックしたものとする。
【０２１８】
　ステップ２３の処理後は、ステップＳ２４に進み、状態取得部３２１は、ユーザの入力
部３２７の操作に対応する指令に応じて、現在取得中のクリップの素材データの取得をカ
ムコーダ２１に要求し、ステップＳ２５に進む。
【０２１９】
　ステップＳ４３において、受信部３０７は、状態取得部３２１から、現在取得中のクリ
ップの素材データの取得要求を受信し、送信部３０６に供給してステップＳ４４に進む。
ステップＳ４４において、送信部３０６は、状態取得部３０４から供給される、状態情報
のうちの現在取得中のクリップの素材データを、素材利用装置２９に送信してステップＳ
４５に進む。
【０２２０】
　ステップＳ２５において、状態取得部３２１は、送信部３０６から送信されてくる、現
在取得中のクリップの素材データを受信し、状態記録部３２２に供給して記憶させ、ステ
ップＳ２６に進む。ステップＳ２６において、表示制御部３２６は、ステップＳ２５で記
憶された素材データに基づいて、図１０に示した画面を表示させる。これにより、図１０
の表示部２７１には、ステップＳ２５で記憶された素材データに対応する画像が表示され
る。
【０２２１】
　ここで、ユーザは、入力部３２７を操作して、記録ボタン２７２と停止ボタン２７３の
うち、所望のボタンを選択する。なお、ここでは、ユーザは記録ボタン２７２を選択した
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ものとする。
【０２２２】
　ステップＳ２６の処理後は、ステップＳ２７に進み、制御部３２８は、入力部３２７か
らの指令に応じて、カムコーダ２１に現在取得中のクリップの各データを記録させるため
の制御信号をカムコーダ２１に送信し、処理を終了する。
【０２２３】
　ステップＳ４５において、受信部３０７は、制御部３２８から送信されてくる制御信号
を制御部３０８に供給し、ステップＳ４６に進む。ステップＳ４６において、制御部３０
８は、その制御信号に応じて、現在取得中のクリップの各データをリムーバブルメディア
３３に記録させ、処理を終了する。
【０２２４】
　なお、上述した図１７では、現在画像ファイル２５１がダブルクリックされるものとし
たが、クリップディレクトリ２５５乃至２５７がダブルクリックされる場合、状態取得部
３２１は、リムーバブルメディア３３に記録されているクリップディレクトリ２５５乃至
２５７に対応するクリップディレクトリ(C0001乃至C0003)の素材データの取得を要求し、
表示制御部３２６は、その要求に応じて送信されてくる素材データの画像データに基づい
て、図１１に示した画面を表示させる。この画面において、ユーザが入力部３２７を操作
することにより、つまみ２８２Ａもしくは２８３Ｂ、高速逆転ボタン２８４、停止ボタン
２８５、再生ボタン２８６、または高速前進ボタン２８７を操作すると、制御部３２８は
、入力部３２７からの指令に対応する制御信号をカムコーダ２１に送信する。この制御信
号に応じて、制御部３０８は、クリップディレクトリの再生を制御する。
【０２２５】
　また、図１７では、記録ボタン２７２が選択されるものとしたが、停止ボタン２７３が
選択される場合も同様の処理が行われる。即ち、制御部３０８は、現在取得中のクリップ
の各データの記録を停止するための制御信号をカムコーダ２１に送信し、その制御信号に
応じて、カムコーダ２１の制御部３２８は、現在取得中のクリップの各データのリムーバ
ブルメディア３３への記録を停止する。
【０２２６】
　次に、図１８を参照して、カムコーダ２１がリムーバブルメディア３３に記録されてい
るファイルを送信するファイル送信処理について説明する。
【０２２７】
　ステップＳ６１において、カムコーダ２１の送信部３０６は、メタデータ取得部３０３
から供給される、送信対象のクリップのノンリアルタイムメタデータから機器情報を抽出
するとともに、クリップメタデータから収録ＩＤを抽出し、その機器情報と収録ＩＤをフ
ァイルの受信要求とともに素材利用装置２９に送信する。
【０２２８】
　ステップＳ６２において、素材利用装置２９のデータ取得部３２４は、送信部３０６か
ら送信されてくる機器情報、収録ＩＤ、およびファイルの送信要求を受信し、ステップＳ
８２に進む。ステップＳ８２において、データ取得部３２４は、受信された機器情報と収
録ＩＤに基づいて、送信対象のクリップの記録先を決定する。例えば、データ取得部３２
４は、機器情報の機器ＩＤに対応するカムコーダディレクトリ２３３（図８）の、収録Ｉ
Ｄに対応するクリップグループディレクトリ２３８を、送信対象のクリップの記録先とし
て決定する。
【０２２９】
　ステップＳ８２の処理後は、ステップＳ８３に進み、素材利用装置２９のデータ取得部
３２４は、カムコーダ２１にファイルの送信を要求し、ステップＳ８４に進む。
【０２３０】
　ステップＳ６１の処理後は、ステップＳ６２に進み、カムコーダ２１の受信部３０７は
、データ取得部３２４から送信されてくるファイルの送信要求を受信し、ステップＳ６３
に進む。ステップＳ６３において、送信部３０６は、素材データ、プロキシ画像データま
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たはサムネイル画像データ、グルーピングメタデータ、クリップメタデータ（サンプリン
グサムネイル画像データを含む）を、グルーピングメタデータ、クリップメタデータ、プ
ロキシ画像データまたはサムネイル画像データ、素材データの順に送信する。
【０２３１】
　ステップＳ８４において、素材利用装置２９のデータ取得部３２４は、送信部３０６か
ら送信されてくるグルーピングメタデータ、クリップメタデータ（サンプリングサムネイ
ル画像データを含む）、プロキシ画像データまたはサムネイル画像データ、および素材デ
ータを取得し、それらのデータをクリップディレクトリ２４０として、ステップＳ８２で
決定された記録先に記録させる。
【０２３２】
　ステップＳ８４の処理後は、ステップＳ８５に進み、データ取得部３２４は、受信が終
了したかどうか、即ち送信部３０６から送信されてくるすべての送信対象のクリップを受
信したかどうかを判定し、受信が終了していないと判定した場合、ステップＳ８４に戻り
、受信を繰り返す。ステップＳ８５において、受信が終了したと判定された場合、処理は
終了する。
【０２３３】
　なお、図１８では、カムコーダ２１から送信されてくる、リムーバブルメディア３３に
記録されているファイルが、蓄積ディレクトリ２３６に記録される場合について説明した
が、一時保存ディレクトリ２３５に記録される場合も同様の処理が行われる。
【０２３４】
　次に、図１９を参照して、図１８のカムコーダ２１側の処理であるファイル送信処理に
ついて詳細に説明する。
【０２３５】
　ステップＳ１００において、送信部３０６は、機器情報と収録ＩＤを、ファイルの受信
要求とともに素材利用装置２９に送信し、ステップＳ１０１に進む。ステップＳ１０１に
おいて、送信部３０６は、ディレクトリ情報を素材利用装置２９に送信し、ステップＳ１
０２に進む。
【０２３６】
　ステップＳ１０２において、受信部３０７は、素材利用装置２９のデータ取得部３２４
から、ファイルの受信要求に応じて送信が要求されたかどうかを判定し、送信が要求され
ていないと判定した場合、送信が要求されたと判定するまで待機する。
【０２３７】
　一方、ステップＳ１０２において、送信が要求されたと判定された場合、ステップＳ１
０３に進み、送信部３０６は、メタデータ取得部３０３から供給される、送信対象のクリ
ップすべてのグルーピングメタデータを、素材利用装置２９に送信して、ステップＳ１０
４に進む。
【０２３８】
　ステップＳ１０４において、送信部３０６は、図示せぬカウンタのカウント値Ｍを１に
設定し、ステップＳ１０５に進む。ステップＳ１０５において、送信部３０６は、リスト
管理部３０９から供給されるＭ番目の送信リストに登録されている、すべてのクリップの
各データを送信するクリップ送信処理を行う。なお、このクリップ送信処理は、後述する
図２０のフローチャートを用いて詳細に説明する。
【０２３９】
　ステップＳ１０５の処理後は、ステップＳ１０６に進み、送信部３０６は、リスト記憶
部３１０に記憶されている、すべての送信リストのクリップを送信したかどうかを判定し
、すべての送信リストのクリップを送信していないと判定した場合、ステップＳ１０７に
進む。
【０２４０】
　ステップＳ１０７において、カウント値Ｍを１だけインクリメントし、ステップＳ１０
５に戻り、上述した処理を繰り返す。一方、ステップＳ１０６において、すべての送信リ
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ストのクリップを送信したと判定された場合、処理は終了する。
【０２４１】
　次に、図２０を参照して、図１９のステップＳ１０５のクリップ送信処理について説明
する。
【０２４２】
　ステップＳ１２１において、送信部３０６は、図示せぬカウンタのカウント値Ｎを１に
設定し、ステップＳ１２２に進む。ステップＳ１２２において、送信部３０６は、メタデ
ータ取得部３０３から供給されるクリップメタデータのうち、リスト記憶部３１０に記憶
される先頭からＭ番目の送信リストの、先頭からＮ番目のクリップのクリップメタデータ
を、素材利用装置２９に送信する。
【０２４３】
　なお、サンプリングサムネイル画像データ取得部３０２から供給されるサンプリングサ
ムネイル画像データに、先頭からＭ番目の送信リストの、先頭からＮ番目のクリップのサ
ンプリングサムネイル画像データがある場合、送信部３０６は、そのサンプリングサムネ
イル画像データも、素材利用装置２９に送信する。このとき、送信部３０６は、クリップ
メタデータより先にサンプリングサムネイル画像データを送信してもよいし、サンプリン
グサムネイル画像データより先にクリップメタデータを送信してもよい。
【０２４４】
　ステップＳ１２２の処理後は、ステップＳ１２３に進み、送信部３０６は、Ｍ番目の送
信リストのすべてのクリップのクリップメタデータ（サンプリングサムネイル画像データ
を含む）が送信されたかどうか、即ちＮ番目のクリップが、Ｍ番目の送信リストの最後の
クリップであるかどうかを判定し、Ｍ番目の送信リストのすべてのクリップのクリップメ
タデータが送信されていないと判定した場合、ステップＳ１２４に進む。
【０２４５】
　ステップＳ１２４において、送信部３０６は、カウント値Ｎを１だけインクリメントし
、ステップＳ１２２に戻り、上述した処理を繰り返す。一方、ステップＳ１２３において
、Ｍ番目の送信リストのすべてのクリップのクリップメタデータが送信されたと判定され
た場合、ステップＳ１２５に進む。
【０２４６】
　ステップＳ１２５において、送信部３０６は、カウント値Ｎを再び１に設定し、ステッ
プＳ１２６に進む。ステップＳ１２６において、送信部３０６は、Ｍ番目の送信リストの
先頭からＮ番目のクリップのプロキシ画像データの送信に要する送信時間を、そのプロキ
シ画像データのプロキシ画像データファイル（C0001S01.MXF）のサイズと、ネットワーク
３１およびイントラネット３２における通信速度とに基づいて計算する。
【０２４７】
　ステップＳ１２６の処理後は、ステップＳ１２７に進み、送信部３０６は、ステップＳ
１２６で計算された送信時間が、予め設定された設定時間以内であるかどうかを判定し、
判定結果を作成部３０５に供給する。
【０２４８】
　ステップＳ１２７において、送信時間が予め設定された設定時間以内であると判定され
た場合、ステップＳ１２８に進み、送信部３０６は、プロキシ画像データ取得部３０１か
ら供給されるプロキシ画像データのうち、Ｍ番目の送信リストの先頭からＮ番目のクリッ
プのプロキシ画像データを、素材利用装置２９に送信し、ステップＳ１３１に進む。
【０２４９】
　一方、ステップＳ１２７において、送信時間が設定時間以内ではないと判定された場合
、ステップＳ１２９に進み、作成部３０５は、素材データ取得部３００から供給される素
材データの代表的な画像データのうち、Ｍ番目の送信リストの先頭からＮ番目のクリップ
の代表的な画像データに基づいて、その画像データのサムネイル画像データを作成し、送
信部３０６に供給する。
【０２５０】
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　ステップＳ１２９の処理後は、ステップＳ１３０に進み、送信部３０６は、作成部３０
５からのサムネイル画像データを素材利用装置２９に送信し、ステップＳ１３１に進む。
【０２５１】
　ステップＳ１３１において、送信部３０６は、Ｍ番目の送信リストのすべてのクリップ
の画像データまたはサムネイル画像データが送信されたかどうかを判定し、すべてのクリ
ップの画像データまたはサムネイル画像データが送信されていないと判定した場合、ステ
ップＳ１３２に進む。
【０２５２】
　ステップＳ１３２において、送信部３０６は、カウント値Ｎを１だけインクリメントし
て、ステップＳ１２６に戻り、上述した処理を繰り返す。一方、ステップＳ１３１におい
て、すべてのクリップの画像データまたはサムネイル画像データが送信されたと判定され
た場合、ステップＳ１３３に進み、送信部３０６は、カウント値Ｎを再び１に設定する。
【０２５３】
　ステップＳ１３３の処理後は、ステップＳ１３４に進み、送信部３０６は、素材データ
取得部３００から供給される素材データのうち、Ｍ番目の送信リストのＮ番目のクリップ
の素材データを送信し、ステップＳ１３５に進む。ステップＳ１３５において、送信部３
０６は、Ｍ番目の送信リストのすべてのクリップの素材データが送信されたかどうかを判
定し、すべてのクリップの素材データが送信されていないと判定された場合、ステップＳ
１３６に進む。
【０２５４】
　ステップＳ１３６において、送信部３０６は、カウント値Ｎを１だけインクリメントし
て、ステップＳ１３４に戻り、上述した処理を繰り返す。一方、ステップＳ１３５におい
て、すべてのクリップの素材データが送信されたと判定された場合、図１９のステップＳ
１０６に進む。
【０２５５】
　以上のように、送信部３０６は、画像データより先に、その画像データに比べてデータ
量の少ない、画像データに関連するデータ（メタデータ、プロキシ画像データなど）を素
材利用装置２９に送信するので、画像データのデータ量が多い場合であっても、素材利用
装置２９は、先に送信されてくる関連データにより、素材データの内容を素早く把握する
ことができる。
【０２５６】
　なお、図２０では、予めステップＳ１２７の判定に用いられる設定時間が設定されてい
るものとしたが、設定時間は予め設定されていなくてもよい。この場合、送信部３０６は
、ステップＳ１２７の判定を行わずに、ステップＳ１２８に進み、プロキシ画像データを
送信する。
【０２５７】
　次に、図２１を参照して、図１８の素材利用装置２９側の処理であるファイル受信処理
について詳細に説明する。
【０２５８】
　ステップＳ１４１において、データ取得部３２４は、表示制御部３２６を制御して、図
４の出力部２０７にディレクトリ構造を表す画面（図８）を表示させ、その画面内のすべ
てのクリップグループディレクトリ２３８のシンボルを灰色にする。
【０２５９】
　ステップＳ１４１の処理後は、ステップＳ１４２に進み、データ取得部３２４は、図１
９のステップＳ１００でカムコーダ２１の送信部３０６からファイルの受信要求が送信さ
れてきたかどうかを判定し、ファイルの受信要求が送信されてきていないと判定した場合
、ファイルの受信要求が送信されるまで待機する。
【０２６０】
　一方、ステップＳ１４２において、ファイルの受信要求が送信されてきたと判定された
場合、ステップＳ１４３に進み、そのファイルの受信要求とともに送信されてきた機器情
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報と収録ＩＤを受信する。ステップＳ１４３の処理後は、ステップＳ１４５に進み、デー
タ取得部３２４は、ステップＳ１４３で受信された機器情報と収録ＩＤに基づいて、送信
対象のクリップの記録先を決定し、ステップＳ１４５に進む。
【０２６１】
　ステップＳ１４５において、データ取得部３２４は、送信部３０６から送信されてくる
すべての機器情報と収録ＩＤを受信したかどうかを判定し、すべての機器情報と収録ＩＤ
を受信していないと判定した場合、ステップＳ１４３に戻り、上述した処理を繰り返す。
【０２６２】
　一方、ステップＳ１４５において、すべての機器情報と収録ＩＤを受信したと判定され
た場合、ステップＳ１４６に進み、データ取得部３２４は、表示制御部３２６を制御し、
出力部２０７に表示されている、送信対象のクリップの記録先であるクリップグループデ
ィレクトリ２３８のシンボルを赤色にする。ステップＳ１４６の処理後は、ステップＳ１
４７に進み、データ取得部３２４は、送信部３０６から送信されてくるディレクトリ情報
を受信し、ステップＳ１４８に進む。
【０２６３】
　ステップＳ１４８において、データ取得部３２４は、送信部３０６から送信されてくる
すべてのディレクトリ情報を受信したかどうかを判定し、すべてのディレクトリ情報を受
信していないと判定した場合、ステップＳ１４７に戻り、上述した処理を繰り返す。
【０２６４】
　一方、ステップＳ１４８において、すべてのディレクトリ情報を受信したと判定された
場合、ステップＳ１４９に進み、データ取得部３２４は、カムコーダ２１に送信対象のク
リップの各データの送信を要求し、ステップＳ１５０に進む。ステップＳ１５０において
、データ取得部３２４は、表示制御部３２６を制御し、送信対象のクリップの記録先であ
るクリップグループディレクトリ２３８のシンボルを橙色にする。
【０２６５】
　ステップＳ１５０の処理後は、ステップＳ１５１に進み、データ取得部３２４は、送信
部３０６から送信されてくるグルーピングメタデータを受信し、ステップＳ１４４で決定
された記録先であるクリップグループディレクトリ２３８に、グルーピングメタデータフ
ァイル２３９として記録する。ステップＳ１５１の処理後は、ステップＳ１５２に進み、
データ取得部３２４は、送信部３０６から送信されてくるすべてのグルーピングメタデー
タを受信したかどうかを判定し、すべてのグルーピングメタデータを受信していないと判
定した場合、ステップＳ１５１に戻り、上述した処理を繰り返す。
【０２６６】
　一方、ステップＳ１５２において、すべてのグルーピングメタデータを受信したと判定
された場合、ステップＳ１５３に進み、データ取得部３２４は、表示制御部３２６を制御
し、送信対象のクリップの記録先であるクリップグループディレクトリ２３８のシンボル
を黄色にする。ステップＳ１５３の処理後は、ステップＳ１５４に進み、データ取得部３
２４は、クリップの各データを受信するクリップ受信処理をクリップごとに行う。このク
リップ受信処理については、後述する図２２を参照して詳細に説明する。
【０２６７】
　ステップＳ１５４の処理後は、ステップＳ１５５に進み、データ取得部３２４は、送信
部３０６から送信されてくるすべてのクリップの各データを受信したかどうかを判定し、
すべてのクリップの各データを受信していないと判定した場合、すべてのクリップの各デ
ータを受信すると判定するまで待機する。
【０２６８】
　一方、ステップＳ１５５において、すべてのクリップの各データを受信したと判定され
た場合、ステップＳ１５６に進み、データ取得部３２４は、表示制御部３２６を制御し、
送信対象のクリップの記録先であるクリップグループディレクトリ２３８のシンボルを緑
色にし、処理を終了する。
【０２６９】
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　次に、図２２を参照して、図２１のステップＳ１５４のクリップ受信処理について説明
する。なお、このクリップ受信処理は、クリップごとに行われる。
【０２７０】
　ステップＳ１６１において、データ取得部３２４は、図２１のステップＳ１５１で受信
したグルーピングメタデータに基づいて、表示制御部３２６を制御し、クリップグループ
ディレクトリ２３８の下位にクリップディレクトリ２４０のシンボルを表示させ、そのク
リップディレクトリ２４０のシンボルを灰色にする。
【０２７１】
　ステップＳ１６１の処理後は、ステップＳ１６２に進み、データ取得部３２４は、送信
部３０６から送信されてくるクリップメタデータ(サンプリングサムネイル画像データを
含む)を受信したかどうかを判定し、クリップメタデータを受信するまで待機する。一方
、ステップＳ１６２において、クリップメタデータが受信された場合、ステップＳ１６３
に進み、データ取得部３２４は、そのクリップメタデータを記録先であるクリップディレ
クトリ２４０に、クリップメタデータファイルとして記録し、クリップディレクトリ２４
０のシンボルを赤色にする。
【０２７２】
　なお、サンプリングサムネイル画像データも受信された場合、データ取得部３２４は、
そのサンプリングサムネイル画像データを記録先であるクリップディレクトリ２４０に、
サンプリングサムネイル画像ファイルとして記録する。　
【０２７３】
　ステップＳ１６３の処理後は、ステップＳ１６４に進み、データ取得部３２４は、送信
部３０６から送信されてくるサムネイル画像データを受信したかどうかを判定し、サムネ
イル画像データを受信したと判定された場合、ステップＳ１６５に進み、データ取得部３
２４は、そのサムネイル画像データを記録先であるクリップディレクトリ２４０に、サム
ネイル画像データファイルとして記録し、クリップディレクトリ２４０のシンボルを橙色
にする。
【０２７４】
　一方、ステップＳ１６４において、サムネイル画像データを受信していないと判定され
た場合、ステップＳ１６６に進み、データ取得部３２４は、送信部３０６から送信されて
くるプロキシ画像データを受信したかどうかを判定し、プロキシ画像データを受信してい
ないと判定された場合、ステップＳ１６４に戻り、上述した処理を繰り返す。
【０２７５】
　また、ステップＳ１６６において、プロキシ画像データを受信したと判定された場合、
ステップＳ１６７に進み、データ取得部３２４は、そのプロキシ画像データを記録先であ
るクリップディレクトリ２４０に、プロキシ画像データファイルとして記録し、クリップ
ディレクトリ２４０のシンボルを黄色にする。
【０２７６】
　ステップＳ１６５またはステップＳ１６７の処理後は、ステップＳ１６８に進み、デー
タ取得部３２４は、送信部３０６から送信されてくる素材データを受信したかどうかを判
定し、素材データを受信するまで待機する。一方、ステップＳ１６８において、素材デー
タが受信された場合、ステップＳ１６９に進み、データ取得部３２４は、その素材データ
を記録先であるクリップディレクトリ２４０に、画像ファイルまたは音楽ファイルとして
記録し、クリップディレクトリ２４０のシンボルを緑色にして、図２１のステップＳ１５
５に進む。
【０２７７】
　なお、上述した図２１と図２２では、シンボルの色を変更することにより、そのシンボ
ルに対応するディレクトリのファイルの送信状況を表したが、送信状況を表す方法は、こ
れに限定されない。例えば、ディレクトリのシンボルの周辺に、そのディレクトリのファ
イルの送信状況を表すメッセージを表示させるようにしてもよい。
【０２７８】
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　次に、図２３は、素材利用装置２９がリムーバブルメディア３３に記録されているクリ
ップの各データを削除する削除処理について説明する。この削除処理は、ユーザが入力部
３２７（図１５）を操作することにより、削除対象とするクリップを指定したとき開始さ
れる。
【０２７９】
　ステップＳ１８１において、素材利用装置２９の制御部３２８は、入力部３２７から供
給される指令に応じて、カムコーダ２１にユーザにより削除対象として指定されたクリッ
プを削除させるための制御信号を、カムコーダ２１に送信してステップＳ１８２に進む。
【０２８０】
　ステップＳ２０１において、カムコーダ２１の受信部３０７は、ステップＳ１８１で制
御部３２８から供給される制御信号を、制御部３０８に供給してステップＳ２０２に進む
。ステップＳ２０２において、制御部３０８は、その制御信号に基づいて、リムーバブル
メディア３３に記録されている削除対象であるクリップを削除し、削除の完了を送信部３
０６に通知する。ステップＳ２０２の処理後は、ステップＳ２０３に進み、送信部３０６
は、削除の完了を素材利用装置２９に通知し、処理を終了する。
【０２８１】
　ステップＳ１８２において、素材利用装置２９の削除部３２３は、削除の完了の通知を
受信し、ステップＳ１８３に進む。ステップＳ１８３において、削除部３２３は、データ
記録部３２５に記憶されている一時保存ディレクトリ２３５内の、削除対象であるクリッ
プの各データを削除し、処理を終了する。
【０２８２】
　なお、図２３では、カムコーダ２１が、素材利用装置２９から、削除対象のクリップを
削除させるための制御信号を受信する場合、削除対象とするクリップを削除したが、素材
利用装置２９が、素材利用装置２９のユーザからの削除の指令が有った旨をカムコーダ２
１のユーザに通知し、その通知を受けたカムコーダ２１のユーザが、カムコーダ２１に削
除の指令を行うことにより削除するようにしてもよい。また、カムコーダ２１において、
ユーザがクリップまたはグループごとに削除の禁止を設定することができるようにしても
よい。この場合、カムコーダ２１は、削除の禁止が設定されていない削除対象だけを削除
する。
【０２８３】
　また、図２３では、ユーザから削除対象とするクリップが指定された場合、制御部３０
８と削除部３２３が、その削除対象を削除したが、リムーバブルメディア３３に記録され
ているクリップが蓄積ディレクトリ２３６にコピーされた場合、制御部３０８と削除部３
２３が、そのクリップを削除するようにしてもよい。
【０２８４】
　以上のように、カムコーダ２１に装着されるリムーバブルメディア３３に記録されてい
るクリップが削除される場合、素材利用装置２９の一時保存ディレクトリ２３５に記録さ
れるクリップは削除されるが、蓄積ディレクトリ２３６に記録されるクリップは削除され
ない。即ち、カムコーダ２１により撮影（取得）されたクリップは、蓄積ディレクトリ２
３６に保存されたままとなる。
【０２８５】
　従って、リムーバブルメディア３３の記録容量が小さい場合であっても、カムコーダ２
１は、撮影の結果得られ、リムーバブルメディア３３に記録されたクリップを素材利用装
置２９に送信して、リムーバブルメディア３３に記録されているクリップを削除すること
により、長時間の撮影を行うことができる。
【０２８６】
　図２４は、図１３のカムコーダ情報送信部２９１の他の詳細構成例を示すブロック図で
ある。
【０２８７】
　図２４のカムコーダ情報送信部２９１では、送信部３０６とリスト管理部３０９の代わ
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りに、送信部４００とリスト管理部４０１が設けられ、さらに送信モード設定部４０２が
追加して設けられている。なお、図１３と同一のものには同一の符号を付してあり、説明
は繰り返しになるので省略する。また、送信部４００は、例えば図３の通信ブロック５３
に対応し、リスト管理部４０１と送信モード設定部４０２は、例えばマイコン１０６に対
応する。
【０２８８】
　送信部４００は、図１３の送信部３０６と同様に、プロキシ画像データ取得部３０１か
らのプロキシ画像データに基づいて、そのプロキシ画像データの素材利用装置２９への送
信に要する送信時間を計算し、その送信時間が所定の時間以上であるかどうかを判定する
。そして、送信部４００は、その判定の結果を作成部３０５に供給する。
【０２８９】
　また、送信部４００は、送信部３０６と同様にメタデータ取得部３０３から供給される
クリップメタデータのノンリアルタイムメタデータから、機器情報を抽出するとともに、
グルーピングメタデータから収録ＩＤを抽出する。
【０２９０】
　さらに、送信部４００は、送信部３０６と同様に、リスト管理部４０１から供給される
送信リストに基づいて、送信対象であるクリップの、機器情報、ディレクトリ情報、メタ
データ、プロキシ画像データ、および素材データを、順に素材利用装置２９に送信する。
そして、送信部４００は、送信済みのクリップのグルーピングメタデータの項目「送信履
歴」の、そのクリップに対応する内容を「送信有」に更新する。さらに、送信部４００は
、送信対象とするクリップの送信の完了をリスト管理部４０１に通知する。
【０２９１】
　また、送信部４００は、送信部３０６と同様に、受信部３０７から供給される取得要求
に応じて、カメラ設定値、動作状態データ、現在取得または再生中のクリップの素材デー
タ、またはリムーバブルメディア３３に記録されているクリップの各データを状態情報と
して、素材利用装置２９に送信する。また、送信部４００は、受信部３０７からの取得要
求に応じて、リムーバブルメディア３３に記録されているクリップのサムネイル画像デー
タと現在取得または再生中のクリップのサムネイル画像データの作成を作成部３０５に要
求する。そして、送信部４００は、その要求に応じて作成部３０５から供給されるサムネ
イル画像データとディレクトリ情報を素材利用装置２９に送信する。
【０２９２】
　さらに、送信部４００は、制御部４０３からの指令に応じて、リムーバブルメディア３
３に記録されているクリップのデータを送信中であるかどうかを判定する。そして、送信
部４００は、その判定結果に応じて、送信中のクリップの送信に要する送信時間を計算す
る。また、送信部４００は、制御部４０３からの指令と、送信中のクリップの送信時間と
に基づいて、クリップの記録開始時における送信を制御する。
【０２９３】
　リスト管理部４０１は、図１３のリスト管理部３０９と同様に、クリップのグルーピン
グメタデータの項目「撮影素材」の項目「送信履歴」(図６)の内容に基づいて、未送信の
クリップを抽出し、そのクリップを送信対象とする。そして、リスト管理部４０１は、送
信部４００から送信対象とするクリップのクリップメタデータを取得し、そのクリップメ
タデータに基づいて送信リストを作成して、リスト記憶部３１０に供給する。また、リス
ト管理部４０１は、送信モード設定部４０２から供給される、クリップの送信モードに基
づいて、送信リストに登録されるクリップの優先順位を決定する。そして、リスト管理部
４０１は、優先順位に基づいて送信リストを変更する。例えば、リスト管理部４０１は、
優先順位の高い順に、送信リストの先頭から並べた送信リストを作成する。
【０２９４】
　また、リスト管理部４０１は、図１３のリスト管理部３０９と同様に、リスト記憶部３
１０から送信リストを読み出し、送信部４００に供給する。さらに、リスト管理部４０１
は、送信部４００から供給される送信対象のクリップの送信の完了の通知に応じて、リス
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ト記憶部３１０に記憶されている送信リストを削除する。
【０２９５】
　送信モード設定部４０２は、送信モードを設定するための画面(後述する図２５)を、図
３のLCD１１２に表示させる。ユーザは、その画面を見ながら、図３の操作部１３１を操
作することにより、送信モードを指定する。送信モード設定部４０２は、操作部１３１か
ら供給される、その操作に対応する通信操作信号に基づいて送信モードを設定し、その送
信モードをリスト管理部４０１と制御部４０３に供給する。
【０２９６】
　制御部４０３は、図１３の制御部３０８と同様に、受信部３０７からの制御信号に基づ
いて、撮影、記録、削除、または再生などを制御する。また、制御部４０３は、制御信号
に応じて、リムーバブルメディア３３に記録されているクリップを削除する。制御部４０
３は、必要に応じて、制御信号に対応する処理の完了を、送信部４００を介して素材利用
装置２９に送信する。
【０２９７】
　さらに、制御部４０３は、受信部３０７から供給される、クリップを記録させるための
制御信号と送信モード設定部４０２からの送信モードとに応じて、送信を制御するための
指令を送信部４００に供給する。
【０２９８】
　図２５は、図３のLCD１１２に表示される送信モードを設定するための画面の例を示し
ている。
【０２９９】
　図２５の画面では、項目「日付」、「撮影順」「撮影機材」、「優先条件」、および「
記録開始時に送信中のファイルの扱い」と、その項目に対応する選択肢が表示される。ユ
ーザは、図３の操作部１３１を用いて項目選択ボタン４２０ａまたは４２１ｂ、選択肢変
更ボタン４２１ａまたは４２１ｂ、あるいは決定ボタン４２２を操作し、各項目の所望の
選択肢の右側に●印を移動させて決定の指令を行うことにより、各項目の内容を選択する
。
【０３００】
　項目選択ボタン４２０ａは、移動対象とする●印が配置される項目を上に移動させると
き操作される。項目選択ボタン４２０ｂは、移動対象とする●印が配置される項目を下に
移動させるとき操作される。選択肢変更ボタン４２１ａは、移動対象である●印を上に移
動させるとき操作される。選択肢変更ボタン４２１ｂは、移動対象である●印を下に移動
させるとき操作される。決定ボタン４２２は、決定の指令を行うときに操作される。即ち
、ユーザは、項目選択ボタン４２０ａまたは４２１ｂを操作することにより、移動対象と
する●印が配置される項目を上下に移動させ、その移動により移動対象とされた●印を選
択肢変更ボタン４２１ａまたは４２１ｂを操作することにより上下に移動させ、所望の選
択肢の右側に●印が配置されたとき、決定ボタン４２２を操作する。
【０３０１】
　例えば、ユーザは、項目「日付」の内容を選択する場合、まず最初に、項目選択ボタン
４２０ａまたは４２１ｂを操作して、移動対象とする●印が配置される項目として、項目
「日付」を選択する。次に、選択肢変更ボタン４２１ａまたは４２１ｂを操作して、●印
を所望の選択肢に移動させ、決定ボタン４２２を操作する。
【０３０２】
　ここで、図２５の例では、項目「日付」に対応して、「当日優先」と「撮影日順」とい
う選択肢が表示される。選択肢「当日優先」は、クリップの取得日（撮影日）が新しい順
に優先順位が高くなるように、即ち取得日が本日（送信する日）から過去に遡るにつれて
優先順位が低くなるように優先順位を決定させるとき選択される。選択肢「撮影日順」は
、クリップの取得日（撮影日）の古い順に優先順位が高くなるように、優先順位を決定さ
せるとき選択される。
【０３０３】



(35) JP 4446194 B2 2010.4.7

10

20

30

40

50

　また、項目「撮影順」に対応して、「正順」と「逆順」という選択肢が表示される。選
択肢「正順」は、撮影日が同日である場合、撮影時刻の早い順に優先順位が高くなるよう
に、優先順位を決定させるとき選択される。選択肢「逆順」は、撮影日が同日である場合
、撮影時刻の遅い順に優先順位が高くなるように、優先順位を決定させるとき選択される
。
【０３０４】
　さらに、項目「撮影機材」に対応して、「このカメラを優先」と「無条件」という選択
肢が表示される。選択肢「このカムコーダを優先」は、自分自身（カムコーダ２１）で撮
影した結果得られるクリップの優先順位が、他のカムコーダ２１から取得されたクリップ
の優先順位に比べて高くなるように優先順位を決定させるとき選択される。選択肢「無条
件」は、クリップの取得元によって優先順位を変化させないように、優先順位を決定させ
るとき選択される。
【０３０５】
　また、項目「優先条件」に対応して、「自動」と「手動」という選択肢が表示される。
選択肢「自動」は、項目「日付」、項目「撮影順」、および項目「撮影機材」で選択され
た選択肢に基づいて、優先順位を決定させるとき選択される。選択肢「手動」は、ユーザ
が操作部１３１を操作することにより、各クリップの優先順位を入力するとき選択される
。
【０３０６】
　さらに、項目「記録開始時に送信中のファイルの扱い」に対応して、「後で追記する」
、「後で別ファイルとして送信する」、「送信中のファイルは破棄する」、および「送信
を完了させる」という選択肢が表示される。選択肢「後で追記する」は、記録開始時に素
材利用装置２９へのファイルの送信を中断し、記録終了後に、送信が中断されたファイル
の未送信のデータを送信して、送信済みのファイルに追記（追加）させるとき選択される
。
【０３０７】
　選択肢「後で別ファイルとして送信する」は、記録開始時に素材利用装置２９へのファ
イルの送信を中断し、記録終了後に、送信が中断されたファイルのデータを先頭から、別
ファイルとして送信させるとき選択される。選択肢「送信中のファイルは破棄する」は、
記録開始時に素材利用装置２９へ送信中のファイルの送信済みデータを素材利用装置２９
から破棄（削除）させるとき選択される。選択肢「送信を完了させる」は、素材利用装置
２９へ送信中のファイルのすべてのデータを送信した後、記録を開始させるとき選択され
る。
【０３０８】
　図２６は、送信リストに登録される送信対象のクリップの例について説明する。
【０３０９】
　図２６の表では、左側から順にクリップのUMID、撮影時刻、機器ＩＤを示している。な
お、UMIDは実際には数字であるが、図２６では説明の便宜上、数字の代わりにUMID＃１乃
至UMID#４としている。
【０３１０】
　図２６の例では、UMIDがUMID#1乃至UMID＃4のクリップが送信対象となっている。UMID
＃1のクリップは、本日（送信する日）の９時５０分１５秒に機器ＩＤが「CID＃2」のカ
ムコーダ２１で撮影された結果得られたクリップである。UMID＃3のクリップは、本日の
１０時１０分２４秒に機器ＩＤが「CID＃2」のカムコーダ２１で撮影された結果得られた
クリップである。
【０３１１】
　また、UMID＃4のクリップは、本日の１０時２５分３０秒に機器ＩＤが「CID＃1」のカ
ムコーダ２１で撮影された結果得られるクリップである。UMID＃2のクリップは、本日の
１１時２５分５秒に機器ＩＤが「CID＃1」のカムコーダ２１で撮影された結果得られるク
リップである。
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【０３１２】
　このとき、ユーザにより送信モードの項目「日付」において選択肢「当日優先」が、項
目「撮影順」において選択し「正順」が、項目「撮影機材」において選択肢「無条件」が
、さらに項目「優先条件」において選択肢「自動」が選択されているとき、その送信モー
ドに基づいて、リスト管理部４０１は、図２７の送信リストを作成する。
【０３１３】
　図２６の送信対象のクリップはすべて同日である本日に撮影された結果得られているの
で、リスト管理部４０１は、図２７に示すように撮影時刻が遅くなるにつれて優先順位が
低くなるように、即ち撮影時刻の早い順に優先順位が高くなるように、送信リストを作成
する。なお、図２７の送信リストでは、優先順位の高いものほど、優先順位の値が小さく
なるようになっており、優先順位の高い方から順に先頭から並べられている。このことは
、後述する図２９、図３１、および図３３においても同様である。
【０３１４】
　即ち、図２７の送信リストでは、左側から順に、送信対象であるクリップの優先順位、
UMID、撮影時刻、機器ＩＤが登録されており、撮撮影時刻の早い順、即ちUMID#1,UMID#3,
UMID#4，UMID#2の順に送信対象であるクリップのUMID、撮影時刻、機器ＩＤの情報(以下
、クリップ情報という)が並べられている。
【０３１５】
　次に、図２８を参照して、送信モードの項目「日付」の内容が「当日優先」であり、項
目「撮影順」の内容が「正順」であり、項目「撮影機材」の内容が「無条件」であり、項
目「優先条件」の内容が「自動」である場合に、リスト管理部４０１が送信リストを作成
する送信リスト作成処理について説明する。この送信リスト作成処理は、例えば、未送信
のクリップが抽出されたとき開始される。
【０３１６】
　ステップＳ２２１において、リスト管理部４０１は、図示せぬカウンタのカウント値Ｌ
を１に設定し、ステップＳ２２２に進む。ステップＳ２２２において、リスト管理部４０
１は、抽出された未送信のクリップのうち、現在の日付から、カウント値Ｌから１を引い
た値である（Ｌ－１）日前に撮影された結果得られたクリップのクリップメタデータを送
信部４００から取得し、そのクリップメタデータに基づいて、クリップ情報を送信リスト
に登録する。即ち、リスト管理部４０１は、抽出された未送信のクリップのうち、現在よ
り（Ｌ－１）日前に撮影された結果得られたクリップを、送信対象として送信リストに登
録する。
【０３１７】
　ステップＳ２２２の処理後は、ステップＳ２２３に進み、リスト管理部４０１は、直前
のステップＳ２２２で送信リストに登録されたクリップ情報を、撮影時刻の早い順に並べ
替える。例えば、図２６に示したクリップのクリップ情報が送信リストに登録された場合
、リスト管理部４０１は、このクリップ情報を撮影時刻の早い順に並べ替え、図２７に示
した送信リストを作成する。
【０３１８】
　ステップＳ２２３の処理後は、ステップＳ２２４に進み、リスト管理部４０１は、すべ
ての送信対象とするクリップのクリップ情報を送信リストに登録したかどうかを判定し、
すべての送信対象とするクリップのクリップ情報を送信リストに登録していないと判定し
た場合、ステップＳ２２５に進む。ステップＳ２２５において、リスト管理部４０１は、
カウント値Ｌを１だけインクリメントしてステップＳ２２２に戻り、上述した処理を繰り
返す。
【０３１９】
　一方、ステップＳ２２４において、すべての送信対象とするクリップのクリップ情報を
送信リストに登録したと判定された場合、処理は終了する。
【０３２０】
　また、ユーザにより送信モードの項目「日付」において選択肢「当日優先」が、項目「
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撮影順」において選択肢「逆順」が、項目「撮影機材」において選択肢「無条件」が、さ
らに項目「優先条件」において選択肢「自動」が選択されているとき、その送信モードに
基づいて、リスト管理部４０１は、図２９の送信リストを作成する。
【０３２１】
　図２６の送信対象のクリップはすべて同日である本日に撮影された結果得られているの
で、リスト管理部４０１は、図２９に示すように撮影時刻が現在の時刻から過去に遡るに
つれて優先順位が低くなるように、即ち撮影時刻が遅い（新しい）順に優先順位が高くな
るように、送信リストを作成する。即ち、図２９の送信リストでは、左側から順に、送信
対象であるクリップの優先順位、UMID、撮影時刻、機器ＩＤが登録されており、撮影時刻
の新しい順、即ちUMID#2,UMID#4,UMID#3，UMID#1の順に送信対象であるクリップのクリッ
プ情報が並べられている。
【０３２２】
　次に、図３０を参照して、送信モードの項目「日付」の内容が「当日優先」であり、項
目「撮影順」の内容が「逆順」であり、項目「撮影機材」の内容が「無条件」であり、項
目「撮影条件」の内容が「自動」である場合に、リスト管理部４０１が送信リストを作成
する送信リスト作成処理について説明する。この送信リスト作成処理は、例えば、未送信
のクリップが抽出されたとき開始される。
【０３２３】
　ステップＳ２４１乃至Ｓ２４５は、ステップＳ２４３を除いて、図２８のステップＳ２
２３を除く処理と同様であるので、ステップＳ２４３以外の処理については説明を省略す
る。
【０３２４】
　ステップＳ２４３において、リスト管理部４０１は、直前のステップＳ２４２で送信リ
ストに登録されたクリップ情報を、撮影時刻の遅い（新しい）順に並べ替える。例えば、
図２６に示したクリップのクリップ情報が送信リストに登録された場合、リスト管理部４
０１は、このクリップ情報を、撮影時刻の遅い順に並べ替え、図２９に示した送信リスト
を作成する。
【０３２５】
　なお、図２７乃至図３０では、項目「日付」において選択肢「当日優先」が選択された
場合について説明したが、選択肢「撮影日順」が選択された場合は、図２８のステップＳ
２２２または図３０のステップＳ２２４で撮影日時の古い日時から順に、撮影日ごとにク
リップのクリップ情報が送信リストに登録される。
【０３２６】
　さらに、ユーザにより送信モードの項目「撮影機材」において選択肢「このカムコーダ
を優先」が、項目「優先条件」において選択肢「自動」が選択されているとき、その送信
モードに基づいて、リスト管理部４０１は、図３１の送信リストを作成する。なお、図３
１において、送信リストを作成するカムコーダ２１の機器ＩＤは「CID#1」であるものと
する。
【０３２７】
　図２６の送信対象のクリップは、すべて同日である本日に撮影された結果得られている
ので、リスト管理部４０１は、図３１に示すように、自分自身の機器ＩＤである「CID#1
」に対応するクリップの優先順位が高くなるように、送信リストを作成する。即ち、図３
１の送信リストでは、左側から順に、送信対象であるクリップの優先順位、UMID、撮影時
刻、機器ＩＤが登録されており、機器ＩＤ「CID#1」に対応するクリップであるUMID#4の
クリップ、UMID#2のクリップ、また機器ＩＤが「CID#1」ではない「CID＃2」に対応する
クリップであるUMID#1のクリップ、UMID#3のクリップの順に、送信対象であるクリップの
クリップ情報が並べられている。
【０３２８】
　なお、送信対象のクリップに対応する機器ＩＤが「CID#1」以外に複数ある場合、「CID
#1」以外の機器ＩＤに対応するクリップにおいて、予めユーザにより設定された順に、送
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信リストに並べてもよい。
【０３２９】
　また、図３１の送信リストでは、同一の機器ＩＤに対応するクリップにおいて、撮影時
刻の早い順に並べられたが、撮影時刻の遅い順に並べられるようにしてもよい。さらに、
同一の機器ＩＤに対応するクリップにおける順序は、予め設定されていてもよいし、ユー
ザが送信モードの項目「日付」の選択肢を選択することにより設定されてもよい。
【０３３０】
　次に、図３２を参照して、送信モードの項目「撮影機材」の内容が「このカムコーダを
優先」であり、項目「撮影条件」の内容が「自動」である場合に、図２４のリスト管理部
４０１が送信リストを作成する送信リスト作成処理について説明する。この送信リスト作
成処理は、例えば、未送信のクリップが抽出されたとき開始される。
【０３３１】
　ステップＳ２６１において、リスト管理部４０１は、抽出された未送信のクリップを送
信対象として、そのクリップのクリップメタデータを送信部４００から取得し、そのクリ
ップメタデータに基づいて、クリップ情報を送信リストに登録する。
【０３３２】
　ステップＳ２６１の処理後は、ステップＳ２６２に進み、リスト管理部４０１は、ステ
ップＳ２６１で送信リストに登録されたクリップ情報を、自分自身の機器ＩＤに対応する
クリップを優先するように(優先順位が高くなるように)、並べ替える。例えば、例えば、
図２６に示したクリップのクリップ情報が送信リストに登録された場合、リスト管理部４
０１は、このクリップ情報を自分自身の機器ＩＤである「CID#1」に対応するクリップを
優先するように並べ替え、図３１に示した送信リストを作成する。
【０３３３】
　さらに、ユーザにより送信モードの項目「優先条件」において選択肢「手動」が選択さ
れているとき、その送信モードとユーザからの入力に基づいて、リスト管理部４０１は、
図３３の送信リストを作成する。
【０３３４】
　即ち、リスト管理部４０１は、図２６の送信対象のクリップのクリップ情報が登録され
た送信リストをLCD１１２(図３)に表示させる。ユーザは、その送信リストを見ながら、
操作部１３１を操作して各クリップの優先順位を入力する。リスト管理部４０１は、その
操作を表す通信操作信号に基づいて、図３３の送信リストを作成する。
【０３３５】
　図３３の送信リストでは、左側から順に、送信対象であるクリップの優先順位、UMID、
撮影時刻、機器ＩＤ、ユーザにより入力された優先順位（図３３中「手動入力」）が登録
されている。図３３の例では、UMID#2,UMID#1,UMID#4,UMID#3のクリップそれぞれに対し
て、ユーザにより優先順位1,2,3,4が入力されており、図３３の送信リストでは、UMID#2,
UMID#1,UMID#4,UMID#3の順に、クリップのクリップ情報が並べられている。
【０３３６】
　次に、図３４を参照して、送信モードの項目「優先条件」の内容が「自動」である場合
に、図２４のリスト管理部４０１が送信リストを作成する送信リスト作成処理について説
明する。この送信リスト作成処理は、例えば、未送信のクリップが抽出されたとき開始さ
れる。
【０３３７】
　ステップＳ２８１において、リスト管理部４０１は、抽出された未送信のクリップを送
信対象として、そのクリップのクリップメタデータを送信部４００から取得し、そのクリ
ップメタデータに基づいて、クリップ情報を送信リストに登録する。ステップＳ２８１の
処理後は、ステップＳ２８２に進み、リスト管理部４０１は、ステップＳ２８１で送信対
象のクリップのクリップ情報が登録された送信リストをリスト記憶部３１０から読み出し
、LCD１１２に表示させる。
【０３３８】
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　このとき、ユーザは、LCD１１２に表示されている送信リストを見ながら、操作部１３
１を操作し、その送信リストに登録されている各クリップ情報のクリップに対して優先順
位を入力する。
【０３３９】
　ステップ２８２の処理後は、ステップＳ２８３において、リスト管理部４０１は、操作
部１３１からの通信操作信号に基づいて、送信リストに登録されているすべてのクリップ
情報のクリップに対して優先順位が入力されたかどうかを判定し、優先順位が入力されて
いないと判定した場合、優先順位が入力されるまで待機する。
【０３４０】
　一方、ステップＳ２８３において、送信リストに登録されているすべてのクリップ情報
のクリップに対して優先順位が入力されたと判定された場合、ステップＳ２８４に進み、
リスト管理部４０１は、ステップＳ２８１で送信リストに登録された送信対象のクリップ
情報を、ユーザにより入力された優先順位の高い順に並べ替える。このとき、リスト管理
部４０１は、ユーザにより入力された優先順位を、送信リスト中の対応するクリップ情報
に付加する。
【０３４１】
　例えば、図２６に示したクリップのクリップ情報が送信リストに登録された場合、リス
ト管理部４０１は、このクリップ情報を、ユーザにより入力された優先順位の高い順に並
べ替え、図３３に示した送信リストを作成する。
【０３４２】
　次に、図３５を参照して、送信モードの項目「記録開始時に送信中のファイルの扱い」
の内容が「後で追記する」である場合に、図２４のカムコーダ情報送信部２９１が撮影の
結果得られるクリップの各データを記録する記録処理について説明する。この記録処理は
、例えば、素材利用装置２９から供給される、クリップを記録させるための制御信号が制
御部４０３に供給されたとき、開始される。
【０３４３】
　ステップＳ３０１において、送信部４００は、制御部４０３からの指令に応じて、リム
ーバブルメディア３３に記録されているクリップのデータを送信中であるかどうかを判定
し、クリップのデータを送信中であると判定した場合、ステップＳ３０２に進み、送信部
４００は、送信中のクリップのデータのサイズ、並びにネットワーク３１とイントラネッ
ト３２における通信速度に基づいて、送信中のクリップのデータの送信に要する送信時間
を計算する。
【０３４４】
　ステップＳ３０２の処理後は、ステップＳ３０３に進み、送信部４００は、送信の残り
時間、即ちステップＳ３０２で計算した送信時間から、いま送信中のクリップの送信の開
始からいままでの時間を引いた時間が、設定時間(例えば、１０秒)以上であるかどうかを
判定する。ステップＳ３０３において、送信の残り時間が設定時間以上であると判定され
た場合、ステップＳ３０４に進み、送信部４００は、送信を中断して中断した位置(例え
ば、フレーム番号など)(以下、中断位置という)を記憶し、送信が中断されたクリップの
ファイルに対して、新たなUMIDを付与し、そのUMIDを素材利用装置２９に送信する。
【０３４５】
　このとき、素材利用装置２９のデータ取得部３２４（図１５）は、送信部４００から受
信してデータ記録部３２５に記憶した、送信が中断されたクリップのファイルに、送信部
４００から送信されてくる新たなUMIDを付与する。
【０３４６】
　一方、ステップＳ３０３において、送信の残り時間が設定時間以上ではないと判定され
た場合、ステップＳ３０５に進み、送信部４００は、送信中のクリップのファイルの送信
が終了したかどうかを判定する。ステップＳ３０５において、送信中のクリップのファイ
ルの送信が終了していないと判定された場合、送信が終了したと判定されるまで待機する
。
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【０３４７】
　ステップＳ３０１でクリップのデータを送信中ではないと判定された場合、ステップＳ
３０４の処理後、またはステップＳ３０５で送信中のクリップのファイルの送信が終了し
たと判定された場合、ステップＳ３０６に進み、制御部４０３は、撮影の結果得られるク
リップの記録と、そのクリップのファイル送信処理（図１９）を行う。
【０３４８】
　ステップＳ３０６の処理後は、ステップＳ３０７に進み、送信部４００は、ステップＳ
３０４で付与した新たなUMIDと、ステップＳ３０４で記憶された中断位置を、素材利用装
置２９に送信し、ステップＳ３０８に進む。
【０３４９】
　ステップＳ３０８において、送信部４００は、素材データ取得部３００、プロキシ画像
データ取得部３０１、またはメタデータ取得部３０３から供給される、送信が中断された
クリップのデータの、中断位置より後のデータ（未送信のデータ）を素材利用装置２９に
送信し、処理を終了する。
【０３５０】
　この後、素材利用装置２９のデータ取得部３２４は、ステップＳ３０７で送信部４００
から送信されてくる新たなUMIDと中断位置に基づいて、そのUMIDが付与されたファイルの
中断位置から、ステップＳ３０８で送信されてくるデータを記録する。
【０３５１】
　次に、図３６を参照して、送信モードの項目「記録開始時に送信中のファイルの扱い」
の内容が「後で別ファイルとして送信する」である場合に、カムコーダ情報送信部２９１
が撮影の結果得られるクリップの各データを記録する記録処理について説明する。この記
録処理は、例えば、素材利用装置２９から供給される、クリップを記録させるための制御
信号が制御部４０３に供給されたとき、開始される。
【０３５２】
　ステップＳ３２１乃至Ｓ３２３、およびステップＳ３２５の処理は、図３５のステップ
Ｓ３０１乃至Ｓ３０３、およびステップＳ３０５の処理と同様であるので、説明は省略す
る。
【０３５３】
　ステップＳ３２４において、送信部４００は、送信を中断して中断位置を記憶し、送信
が中断されたクリップのファイルのUMIDのインスタンス番号の、中断を表す数字への変更
を、素材利用装置２９に命令する。これにより、素材利用装置２９のデータ取得部３２４
は、送信部４００から受信してデータ記録部３２５に記録した、送信が中断されたクリッ
プのファイルのUMIDのインスタンス番号を、中断を表す数字に変更する。
【０３５４】
　ステップＳ３２４の処理後は、ステップＳ３２６に進み、制御部４０３は、撮影の結果
得られるクリップのリムーバブルメディア３３への記録を行うとともに、送信部４００を
制御し、そのクリップのファイル送信処理（図１９）を行う。
【０３５５】
　ステップＳ３２６の処理後は、ステップＳ３２７に進み、送信部４００は、送信が中断
されたファイルのUMIDを変更し、そのファイルのデータを先頭から素材利用装置２９に送
信して、処理を終了する。
【０３５６】
　この後、素材利用装置２９のデータ取得部３２４は、送信部４００から送信されてくる
ファイルを、送信が中断されたファイルとは別ファイルとして、データ記録部３２５に記
録する。
【０３５７】
　なお、送信モードの項目「記録開始時に送信中のファイルの扱い」において、記録開始
時に送信中のファイルの送信をそのまま続行しつつ、記録を開始する「割込」という選択
肢を設けるようにしてもよい。選択肢「割込」が選択された場合、送信部４００が、記録
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開始時に送信中のファイルの送信をそのまま続行するとともに、制御部４０３が、撮影の
結果得られるクリップのリムーバブルメディア３３への記録を行うが、クリップのファイ
ル送信処理を行わない。即ち、撮影の結果得られるクリップは、記録されるが送信されな
い。
【０３５８】
　図３７は、図１２のフリーズミックス処理部２９２の詳細構成例を示すブロック図であ
る。
【０３５９】
　図３７のフリーズミックス処理部２９２は、取得部５０１、記録再生部５０２、入力部
５０３、撮影部５０４、および表示制御部５０５から構成される。なお、取得部５０１は
、例えば、図３の通信ブロック５３に対応し、記録再生部５０２は、例えばレコーダブロ
ック５２に対応する。入力部５０３は、例えば操作部８１に対応し、撮影部５０４と表示
制御部５５は、例えばマイコン８３に対応する。
【０３６０】
　取得部５０１は、素材利用装置２９のフリーズミックス送信部３１２（図１４）から送
信されてくる、フリーズミックス画像に関するデータ（以下、フリーズミックスデータと
いう）を、見本画像の撮影に関する情報として取得し、記録再生部５０２に供給する。な
お、フリーズミックスデータは、フリーズミックス画像のグルーピングメタデータ、画像
データ、ノンリアルタイムメタデータ、およびリアルタイムメタデータから構成される。
【０３６１】
　記録再生部５０２は、取得部５０１からのフリーズミックスデータを、リムーバブルメ
ディア３３に記録させる。また、記録再生部５０２は、入力部５０３から供給される、ユ
ーザによりフリーズミックスの対象として指定されたフリーズミックス画像のフレーム（
以下、対象フレームという）を指定する指定信号に基づいて、リムーバブルメディア３３
から、そのフリーズミックス画像の対象フレームの画像データを再生し、表示制御部５０
５に供給する。
【０３６２】
　入力部５０３は、例えば、ユーザによる所望のフリーズミックス画像のフレームを、フ
リーズミックスの対象フレームとして指定するための操作を受け付け、その操作に対応し
て指定信号を記録再生部５０２に供給する。また、入力部５０３は、ユーザから撮影の指
令を受け付け、その指令を撮影部５０４に供給する。
【０３６３】
　撮影部５０４は、被写体の画像を取得し、表示制御部５０５に供給する。また、撮影部
５０４は、入力部５０３から供給される撮影の指令に応じて、取得される画像を、リムー
バブルメディア３３に記録させる。
【０３６４】
　表示制御部５０５は、記録再生部５０２から供給される、フリーズミックス画像の対象
フレームの画像データに基づいて表示を制御し、その対象フレームを半透明でビューファ
インダ８０に表示させるとともに、撮影部５０４からの画像をビューファインダ８０に表
示させる。
【０３６５】
　図３８は、図１４のフリーズミックス送信部３１２の詳細構成例を示すブロック図であ
る。
【０３６６】
　図３８のフリーズミックス送信部３１２は、入力部５２１、再生部５２２、フリーズミ
ックスデータ作成部５２３、および送信部５２４から構成される。入力部５２１は、例え
ば図４の入力部２０６に対応し、再生部５２２とフリーズミックスデータ作成部５２３は
、例えばCPU２０１に対応する。また、送信部５２４は、例えば通信部２０９に対応する
。
【０３６７】
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　入力部５２１は、例えばユーザからフリーズミックス画像の対象フレームを選択するた
めの操作を受け付け、その選択を表す選択信号を再生部５２２とフリーズミックスデータ
作成部５２３に供給する。また、入力部５２１は、ユーザからの操作を受け付け、その操
作を表す操作信号をフリーズミックスデータ作成部５２３に供給する。
【０３６８】
　再生部５２２は、例えば、入力部５２１からの選択信号に応じて、その選択信号が表す
フリーズミックス画像に対応するクリップの各データを記録部２０８から再生し、フリー
ズミックスデータ作成部５２３に供給する。
【０３６９】
　フリーズミックスデータ作成部５２３は、再生部５２２からのクリップの各データと入
力部５２１からの選択信号に基づいて、フリーズミックスデータを作成し、送信部５２４
に供給する。送信部５２４は、フリーズミックスデータ作成部５２３からのフリーズミッ
クスデータを、カムコーダ２１のフリーズミックス処理部２９２に送信する。
【０３７０】
　次に、図３９を参照して、図３のLCD１１２に表示される、図１のリムーバブルメディ
ア３３に記録されるフリーズミックスデータのファイルを含むファイルのディレクトリ構
造を表す画面の例について説明する。なお、図５と同一のものには、同一の符号を付して
あり、説明は省略する。
【０３７１】
　図３９の例では、図５と同様に、リムーバブルメディア３３には、GROUPディレクトリ
２１５とクリップルートディレクトリ（CLPR）とが設けられている。
【０３７２】
　GROUPディレクトリ２１５には、フリーズミックス画像のグルーピングメタデータ(以下
、フリーズミックスメタデータという)のファイルであるフリーズミックスメタデータフ
ァイルと、図５と同一のグルーピングメタデータファイル（G0001M01.txt乃至G0003M01.t
xt）とが設けられる。
【０３７３】
　具体的には、例えば、図３９は、リムーバブルメディア３３に１つのグループのフリー
ズミックス画像の画像データが記録されている場合の例を示しており、そのフリーズミッ
クス画像のフリーズミックスメタデータは、フリーズミックスメタデータファイル（F000
1M01.txt）として記憶されている。
【０３７４】
　また、クリップルートディレクトリ(CLPR)には、図５と同一の３つのクリップディレク
トリ（C0001乃至C0003）のほか、フリーズミックス画像に対応するクリップのデータを管
理する１つのクリップディレクトリ（C0004）が設けられている。
【０３７５】
　クリップディレクトリ（C0004）には、このクリップを管理するファイルであるマスタ
ファイル（C0004C01.SMI）、このクリップの画像データを含むファイルである画像ファイ
ル（C0004V01.MXF）、このクリップを取得した機器の機器情報、クリップの撮影（取得）
時におけるカメラ設定値、撮影日時のほか、電子マークリストなどの電子マーク（エッセ
ンスマーク）に関する情報などのリアルタイム性を要求されないノンリアルタイムメタデ
ータを含むファイルであるノンリアルタイムメタデータファイル（C0004M01.XML）、この
クリップのリアルタイム性を要求されるリアルタイムメタデータを含むファイルであるリ
アルタイムメタデータファイル（C0004R01.BIM）が設けられている。
【０３７６】
　なお、電子マークは、画像の特徴を示すデータであり、ここでは、フリーズミックス画
像の対象フレームを特定するために用いられる。
【０３７７】
　次に、図４０を参照して、フリーズミックスメタデータについて説明する。
【０３７８】
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　図４０に示すように、フリーズミックスメタデータは、グルーピングメタデータと同様
に記述される。
【０３７９】
　具体的には、図４０の例では、フリーズミックスメタデータには、項目「グループタイ
トル」を表す「title」に続けて、その項目「グループタイトル」の内容である「富士山
」が記述されている。そして、その後に項目「分類」を表す「category」、項目「分類」
の内容であるフリーズミックス画像を表す「Freeze Mix」、項目「オリジナル」を表す「
original」、項目「オリジナル」の内容であるオリジナルではないことを表す「No」が順
に記述される。
【０３８０】
　その後も同様に、項目「グループ作成日時」を表す「date created」、項目「グループ
作成日時」の内容である「2004/8/16」、項目「撮影日時」の項目「予定」を表す「date 
directed」、その項目「予定」の内容である「2004/8/31」、項目「撮影日時」の項目「
実行」を表す「date carried out」、その項目「実行」の内容である「2004/8/31」、項
目「撮影場所」の項目「予定」を表す「place directed」、その項目「予定」の内容であ
る「山中湖平野」、項目「撮影場所」の項目「実行」を表す「place carried out」、そ
の項目「実行」の内容である「山中湖平野」が順に記述される。
【０３８１】
　また、その後に、項目「撮影者」の項目「予定」を表す「person directed」、その項
目「予定」の内容である「小泉、岡田」、項目「撮影者」の項目「実行」を表す「person
 carried out」、その項目「実行」の内容である「小泉、岡田」、項目「撮影内容」の項
目「指示」を表す「description directed」、その項目「指示」の内容である「XXXX」、
項目「撮影内容」の項目「実際(メモ)」を表す「description occurred」、その項目「実
際(メモ)」の内容である「XXXX」が順に記述される。
【０３８２】
　さらに、その後に、項目「撮影素材（ファイル）」の項目「タイトル」を表す「file t
itle」、その項目「タイトル」の内容のうちの、グループに分類されたフリーズミックス
画像の第１のファイルのタイトルである「山中湖から見た富士山」、項目「撮影素材」の
項目「UMID」を表す「file ID」、その項目「UMID」の内容のうちの第１のファイルのUMI
Dである「XXXX」、項目「撮影素材」の項目「メモ」を表す「memo」、その項目「メモ」
の内容である「XXXX」が順に記述される。
【０３８３】
　そして、その後に、第１のファイルと同様に、第２のファイル以降のファイルの項目「
タイトル」、項目「UMID」、および項目「メモ」と、それらの内容が記述される。
【０３８４】
　次に、図４１と図４２を参照して、リムーバブルメディア３３に記録されているフリー
ズミックス画像の中から、所望のフリーズミックス画像の対象フレームを指定するための
画面について説明する。
【０３８５】
　図４１の画面は、所望のフリーズミックス画像をフリーズミックスの対象として指定す
るための画面である。
【０３８６】
　この画面には、リムーバブルメディア３３に記録されているフリーズミックスメタデー
タファイル(F0001M01.txt)のフリーズミックスメタデータに基づいて、フリーズミックス
メタデータの項目「グループタイトル」の内容が、グループ名として第１行目に表示さる
。図４１の例では、図４０に示したフリーズミックスメタデータに基づいて、項目「グル
ープタイトル」の内容である「富士山」が、グループ名として表示されている。
【０３８７】
　また、グループ名の下には、フリーズミックスメタデータの項目「撮影素材」の項目「
タイトル」の内容が並べられたリストが、フリーズミックス画像のクリップリストとして
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表示される。具体的には、図４１の例では、項目「撮影素材」の項目「タイトル」の内容
である「山中湖から見た富士山」、「川口湖から見た富士山」、「西湖から見た富士山」
、「精進湖から見た富士山」、「本栖湖から見た富士山」、および「大瀬崎から見た富士
山」が並べられたクリップリストが表示される。
【０３８８】
　さらに、クリップリストの左端には●印が１つ表示され、ユーザは、図３７の入力部５
０３を操作して、その●印を所望のタイトルに対応する位置に移動させることにより、そ
のタイトルに対応するフリーズミックス画像を、フリーズミックスの対象として指定する
ことができる。図４１の例では、ユーザにより「山中湖から見た富士山」に対応するフリ
ーズミックス画像が指定されている。
【０３８９】
　また、図４１の画面には、右下部にクリップ再生ボタン５４１が表示される。再生ボタ
ン５４１は、●印を用いて指定されたフリーズミックス画像を再生するときに、操作され
る。
【０３９０】
　ユーザがグループタイトル「山中湖から見た富士山」を選択した後、クリップ再生ボタ
ン５４１を操作すると、図３のビューファインダ８０には図４２に示す画像が表示される
。
【０３９１】
　即ち、図４２に示すように、ビューファインダ８０には、項目「撮影素材」の項目「タ
イトル」の内容に「山中湖から見た富士山」が含まれるフリーズミックスメタデータに対
応するフリーズミックス画像が表示される。
【０３９２】
　この後、ユーザが入力部５０３を操作し、電子マークリストの表示を指令すると、図４
２に示すように、フリーズミックス画像に対応するノンリアルタイムメタデータに含まれ
る電子マークリストに基づいて、電子マークリスト表示部５５１が表示される。
【０３９３】
　具体的には、記録再生部５０２は、項目「グループタイトル」の内容が「山中湖から見
た富士山」であるフリーズミックスメタデータの項目「UMID」の内容に基づいて、フリー
ズミックス画像のクリップの画像ファイルを再生し、表示制御部５０５に供給する。また
、記録再生部５０２は、その画像ファイルに対応するノンリアルタイムメタデータファイ
ルから電子マークリストを抽出し、表示制御部５０５に供給する。表示制御部５０５は、
記録再生部５０２からの画像ファイルと電子マークリストに基づいて、画像と電子マーク
リスト表示部５５１を表示させる。
【０３９４】
　図４２の例では、電子マークリスト表示部５５１には、ノンリアルタイムメタデータの
電子マークリストに登録されている電子マークにより特定されるフレームのメタデータに
基づいて、そのフレームの撮影地点とズームのモードを表す情報(以下、フレーム情報と
いう)のリストが電子マークリストとして表示される。ここで、フレームのメタデータと
は、ノンリアルタイムメタデータに含まれるフレーム単位のメタデータである。このフレ
ームのメタデータとして、例えば、撮影地点を表す情報、カメラ設定値、フレームのタイ
トルなどが記録される。
【０３９５】
　また、電子マークリストの左端には１つの●印が表示され、ユーザは、図３７の入力部
５０３を操作して、その●印を所望のフレーム情報に対応する位置に移動させることによ
り、そのフレーム情報に対応するフレームを対象フレームとして指定することができる。
図４２の例では、ユーザによりフレーム情報である「撮影地点Ａ/ズームＡ」に対応する
フレームが指定されている。
【０３９６】
　さらに、電子マークリスト表示部５５１には、右下部にフリーズミックス実行ボタン５
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５１Ａが表示される。フリーズミックス実行ボタン５５１Ａは、●印を用いて指定された
対象フレームに対してフリーズミックスを行うときに、操作される。
【０３９７】
　なお、図４２では、撮影地点とズームのモードがフレーム情報として電子マークリスト
に表示されたが、フレームのタイトルがフレーム情報として表示されるようにしてもよい
。
【０３９８】
　次に、図４３を参照して、フリーズミックスデータを送信する処理について説明する。
【０３９９】
　まず最初に、素材利用装置２９のユーザのワークフローについて説明する。
【０４００】
　ステップＳ４０１において、ユーザは、フリーズミックス画像の画像ファイルを選択す
る。具体的には、ユーザは、ステップＳ４２１において、図３８の入力部５２１を操作し
、図４の記録部２０８に記録されているファイルのディレクトリ構造を表す画面（図８）
を表示させ、その画面から所望のクリップディレクトリ２４０内の画像ファイルを選択し
、フリーズミックス画像の画像ファイルとして再生（表示）させる。
【０４０１】
　ステップＳ４０１の処理後は、ステップＳ４０２に進み、ユーザは、いま表示されてい
るフリーズミックス画像を見ながら、入力部５２１を操作し、所望のフレームを対象フレ
ームとして選択する。
【０４０２】
　ステップＳ４０２の処理後は、ステップＳ４０３に進み、ユーザは、ステップＳ４０２
で選択したフレームに対して、入力部５２１を操作することにより、そのタイトルや指示
を入力する。
【０４０３】
　ステップＳ４０３の処理後は、ステップＳ４０４に進み、ユーザは、フリーズミックス
を行うカムコーダ２１を選択し、フリーズミックスデータを送信する。具体的には、ユー
ザは、ステップＳ４２２において、入力部５２１を操作して、記録部２０８に記録されて
いるファイルのディレクトリ構造を表す画面(図８)を表示させ、所望のカムコーダ２１の
カムコーダディレクトリ２３３を選択し、そのカムコーダディレクトリ２３３の記録画像
ディレクトリ２５２に、フリーズミックス画像のクリップディレクトリとフリーズミック
スメタデータファイルを配置する。
【０４０４】
　次に、素材利用装置２９の処理について説明する。
【０４０５】
　ステップＳ４４１において、再生部５２２は、ステップＳ４２１におけるユーザの入力
部５２１の操作に対応する選択信号に基づいて、ユーザによりフリーズミックス画像とし
て選択された画像に対応するグルーピングメタデータファイル２３９とクッリップディレ
クトリ２４０を再生し、フリーズミックスメタデータ作成部５２３に供給する。
【０４０６】
　ステップＳ４４１の処理後は、ステップＳ４４２に進み、再生部５２２は、入力部５２
１からの選択信号に基づいて、フリーズミックス画像の画像ファイルを再生し、図４の出
力部２０７に表示させ、ステップＳ４４３に進む。
【０４０７】
　ステップＳ４４３において、フリーズミックスデータ作成部５２３は、ステップＳ４０
２におけるユーザの入力部５２１の操作に対応する選択信号に基づいて、再生部５２２か
ら供給されるクリップディレクトリ２３７のノンリアルタイムメタデータファイルに、ユ
ーザにより選択されたフレームを対象フレームとして特定する電子マークの電子マークリ
ストを記録する。
【０４０８】
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　ステップＳ４４３の処理後は、ステップＳ４４４に進み、フリーズミックスデータ作成
部５２３は、ステップＳ４０３におけるユーザの入力部５２１の操作を表す操作信号に基
づいて、対象フレームのタイトルや指示を表すデータを、ノンリアルタイムメタデータフ
ァイルに記録する。
【０４０９】
　ステップＳ４４４の処理後は、ステップＳ４４５に進み、フリーズミックスデータ作成
部５２３は、ステップＳ４２２におけるユーザの入力部５２１の操作を表す操作信号に基
づいて、ユーザにより選択されたカムコーダ２１のカムコーダディレクトリ２３３の記録
画像ディレクトリ２５２に、フリーズミックス画像のクリップディレクトリとフリーズミ
ックスメタデータファイルを作成する。具体的には、フリーズミックスデータ作成部５２
３は、記録画像ディレクトリ２５２のグループディレクトリ２５３に、フリーズミックス
メタデータファイルを作成するとともに、クリップルートディレクトリ２５４にフリーズ
ミックス画像のクリップディレクトリを作成する。
【０４１０】
　そして、フリーズミックスデータ作成部５２３は、再生部５２２から供給されるグルー
ピングメタデータファイル２４０に基づいて、フリーズミックスメタデータファイルを作
成し、そのフリーズミックスメタデータファイル、並びにフリーズミックス画像の画像フ
ァイル、マスタファイル、ノンリアルタイムメタデータファイル、およびリアルタイムメ
タデータファイルを、フリーズミックスデータとしてカムコーダ２１に送信する。
【０４１１】
　次に、図４４を参照して、フリーズミックスを行う処理について説明する。
【０４１２】
　まず最初に、カムコーダ２１のユーザのワークフローについて説明する。
【０４１３】
　ステップＳ４６１において、ユーザは、図３のビューファインダ８０にフリーズミック
ス画像を表示させる。具体的には、ユーザは、ステップＳ４７１において、図３７の入力
部５０３を操作し、リムーバブルメディア３３に記録されているファイルのディレクトリ
構造を表す画面（図３９）を表示させ、その画面に表示されるグループディレクトリ２１
５から所望のフリーズミックスメタデータファイル（F0001M01.txt）を選択する。そして
、ユーザは、その結果ビューファインダ８０に表示された画面（図４１）を見ながら、入
力部５０３を操作することにより、クリップリストの中の所望のクリップを選択して、ク
リップ再生ボタン５４１を操作する。
【０４１４】
　ステップＳ４６１の処理後は、ステップＳ４６２に進み、ユーザは、入力部５０３を操
作し、電子マークリスト表示部５５１を表示させる。その結果、ビューファインダ８０に
は、図４２に示す画面が表示される。
【０４１５】
　ステップＳ４６２の処理後は、ステップＳ４６３に進み、ユーザは、ステップＳ４６２
で表示された電子マークリストから所望のフレームを対象フレームとして選択し、フリー
ズミックスを実行させる。具体的には、ユーザは、ステップＳ４７２において、入力部５
０３を操作して、図４２の電子マークリストの中から所望のフレームに対応するフレーム
情報を選択し、フリーズミックス実行ボタン５５１Ａを操作する。
【０４１６】
　ステップＳ４６３の処理後は、ステップＳ４６４に進み、ユーザは、フリーズミックス
が実行されることによりビューファインダ８０に表示されるフリーズミックス画像を見な
がら、フリーズミックス画像の画角(構図)と、撮影部５０４により現在取得（撮影）中の
画像の画角を合わせる作業を行う。このとき、ユーザは、必要に応じて、対象フレームの
メタデータに含まれるカメラ設定値を、現在の撮影におけるカメラ設定値に設定する。こ
れにより、フリーズミックス画像の対象フレームに、さらに雰囲気が近似する画像を撮影
することができる。
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【０４１７】
　ステップＳ４６４の処理後は、ステップＳ４６５に進み、ユーザは、入力部５０３を操
作して、撮影の指令を行うことにより、撮影を行う。
【０４１８】
　次に、カムコーダ２１の処理について説明する。
【０４１９】
　ステップＳ４８１において、取得部５０１は、図４３のステップＳ４４５で素材利用装
置２９から送信されてくるフリーズミックスデータを受信し、記録再生部５０２に供給す
る。記録再生部５０２は、取得部５０１からのフリーズミックスデータのうち、フリーズ
ミックスメタデータファイル（F0001M01.txt）を、グループディレクトリ２１５（図３９
）に記録させ、それ以外のファイルをクリップディレクトリ(C0004)として記録させる。
【０４２０】
　ステップＳ４８１の処理後は、ステップＳ４８２に進み、記録再生部５０２は、ステッ
プＳ４７１におけるユーザの入力部５０３の操作に対応する指定信号に基づいて、ユーザ
により指定されたフリーズミックス画像のフリーズミックスメタデータファイルを再生し
、そのフリーズミックスメタデータファイルに基づいて、表示制御部５０５を制御し、ビ
ューファインダ８０にクリップリストを表示させる。即ち、記録再生部５０２は、図４１
の画面を表示させる。
【０４２１】
　そして、記録再生部５０２は、入力部５０３からの指定信号に基づいて、ユーザにより
指定されたフリーズミックス画像のクリップディレクトリ(C0004)の画像ファイル（C0004
V01.MXF）を表示させる。
【０４２２】
　ステップＳ４８２の処理後は、ステップＳ４８３に進み、記録再生部５０２は、入力部
５０３からの指定信号に基づいて、ユーザにより指定されたフリーズミックス画像のクリ
ップディレクトリ(C0004)のノンリアルタイムメタデータファイル（C0004M01.XML）を再
生し、そのノンリアルタイムメタデータファイルに記述される電子マークリストに基づい
て、表示制御部５０５を制御し、ビューファインダ８０に電子マークリスト表示部５５１
Ａを出力部２０７に表示させる。その結果、ビューファインダ８０には、図４２の画面が
表示される。
【０４２３】
　ステップ４８３の処理後は、ステップＳ４８４に進み、記録再生部５０２は、ステップ
Ｓ４７２におけるユーザの入力部５２１の操作に対応する指定信号に基づいて、フリーズ
ミックス画像の画像ファイルから、対象フレームの画像データを再生し、表示制御部５０
５０を制御して、その画像データに対応するフリーズミックス画像の対象フレームを半透
明でビューファインダ８０に表示させる。
【０４２４】
　ステップＳ４８４の処理後は、ステップＳ４８５に進み、撮影部５０４は、入力部５０
３から供給される、ユーザの撮影の指令に応じて、撮影を行う。
【０４２５】
　なお、上述した図３７乃至図４４の説明では、ユーザが、現在取得中の画像の画角とフ
リーズミックス画像の画角を合わせたが、現在取得中の画像の色温度と見本画像の色温度
を合わせ、見本画像と色合いの近似する画像を取得するようにしてもよい。この場合、例
えば、ビューファインダ８０には、見本画像と現在取得中の画像が別画面として表示され
、ユーザは、見本画像と現在取得中の画像を比較して、色温度を調整する。
【０４２６】
　このとき、表示制御部５０５は、カメラ設定値もビューファインダ８０に表示させ、ユ
ーザは、ビューファインダ８０に表示されるカメラ設定値を参照して、色温度を調整して
もよい。
【０４２７】
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　以上のように、フリーズミックス画像が半透明でビューファインダ８０に表示されるの
で、ユーザは、フリーズミックス画像を見ながら、現在取得中の画像の画角を、そのフリ
ーズミックス画像の画角に合わせて、撮影を指令することにより、フリーズミックス画像
を見本画像として、見本画像に雰囲気の近似する画像を取得（撮影）することができる。
【０４２８】
　図４５は、図１２のテープライク再生部２９３の詳細構成例を示すブロック図である。
【０４２９】
　図４５のテープライク再生部２９３は、制御部５７１、再生リスト記憶部５７２、再生
部５７３、および判定部５７４から構成される。なお、制御部５７１、記録部５７２、再
生リスト記憶部５７２、再生部５７３、および判定部５７４は、例えば図３のマイコン１
０６から構成される。
【０４３０】
　制御部５７１は、リムーバブルメディア３３に新たなクリップが記録されたかどうかを
検出（判定）し、新たに記録されたクリップのUMIDをリムーバブルメディア３３から読み
出す。制御部５７１は、そのUMIDを再生リスト記憶部５７２に供給する。再生リスト記憶
部５７２は、再生対象とするクリップのリストである再生リストを記憶する。また、再生
リスト記憶部５７２は、制御部５７１から供給されるUMIDを再生リストに登録する。
【０４３１】
　再生部５７３は、再生リスト記憶部５７２から再生リストを読み出す。そして、再生部
５７３は、その再生リストに基づいて、リムーバブルメディア３３からクリップをテープ
ライク再生し、そのクリップに対応する画像や音声を出力する。
【０４３２】
　判定部５７４は、リムーバブルメディア３３に記録されているフリーズミックスメタデ
ータファイル（F0001M01.txt）に基づいて、再生リスト記憶部５７２の再生リストに登録
されているUMIDが、フリーズミックス画像のクリップのUMIDであるかどうかを判定し、フ
リーズミックス画像のクリップのUMIDを削除する。
【０４３３】
　次に、図４６Ａと図４６Ｂを参照して、判定部５７４が行うUMIDの削除について説明す
る。
【０４３４】
　まず最初に、再生リスト記憶部５７２に、図４６Ａに示す再生リストが記憶されている
ものとする。即ち、再生リスト記憶部５７２に記憶されている再生リストには、UMID#1乃
至UMID#5が登録されている。
【０４３５】
　ここで、判定部５７４が、リムーバブルメディア３３に記録されているフリーズミック
スメタデータファイル（F0001M01.txt）に基づいて、フリーズミックス画像のクリップの
UMIDがUMID#3であると判定すると、判定部５７４は、図４６Ａの再生リストのUMID#3を削
除する。その結果、再生リスト記憶部５７２に記憶される再生リストは、図４６Ｂに示す
再生リストになる。
【０４３６】
　次に、図４７を参照して、テープライク再生部２９３がUMIDを再生リストに登録する登
録処理について説明する。
【０４３７】
　ステップＳ５０１において、制御部５７１は、リムーバブルメディア３３に新たなクリ
ップが記録されたかどうかを判定し、新たなクリップが記録されていないと判定した場合
、新たなクリップが記録されたと判定するまで待機する。
【０４３８】
　一方、ステップＳ５０１において、新たなクリップが記録されたと判定された場合、制
御部５７１は、そのクリップのUMIDを再生リスト記憶部５７２に供給し、ステップＳ５０
２に進む。ステップＳ５０２において、再生リスト記憶部５７２は、制御部５７１から供
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給されるクリップのUMIDを再生リストに登録し、処理を終了する。
【０４３９】
　次に、図４８を参照して、図４５のテープライク再生部２９３が再生リストからUMIDを
削除する削除処理を説明するフローチャートである。この削除処理は、例えば、図４７の
ステップＳ５０２において新たなUMIDが再生リストに登録されたとき、開始される。
【０４４０】
　ステップＳ５２１において、判定部５７４は、リムーバブルメディア３３のグループデ
ィレクトリ２１５（図３９）に新たなファイルが記録されたかどうかを判定し、新たなフ
ァイルが記録されていないと判定した場合、処理を終了する。
【０４４１】
　一方、ステップＳ５２１において、リムーバブルメディア３３のグループディレクトリ
２１５に新たなファイルが記録されたと判定された場合、ステップＳ５２２に進み、判定
部５７４は、そのファイルの種類（フリーズミックスメタデータファイル、グルーピング
メタデータファイル）を検出し、ステップＳ５２３に進む。
【０４４２】
　ステップＳ５２３において、判定部５７４は、ステップＳ５２２で検出された種類に基
づいて、グループディレクトリ２１５に新たに記録されたファイルの中にフリーズミック
スメタデータファイルがあるかどうかを判定し、フリーズミックスメタデータファイルが
ないと判定した場合、処理を終了する。
【０４４３】
　一方、ステップＳ５２３において、フリーズミックスメタデータファイルがあると判定
された場合、ステップＳ５２４に進み、判定部５７４は、そのフリーズミックスメタデー
タファイルに基づいて、フリーズミックス画像のクリップのUMIDを検出し、そのUMIDを再
生リスト記憶部５７２の再生リストから削除する。
【０４４４】
　次に、図４９乃至図５１を参照して、カムコーダ２１と素材利用装置２９間における通
信について説明する。
【０４４５】
　図４９は、カムコーダ２１の素材利用装置２９との通信を行う機能の構成例を示すブロ
ック図である。即ち、図４９は、図１２のカムコーダ情報送信部２９１の送信部３０６（
４００）と受信部３０７、および図３７の取得部５０１の機能の全部または一部の構成を
示している。
【０４４６】
　図４９のカムコーダ２１は、検出部６０１、送信判定部６０２、受信判定部６０３、お
よび電源制御部６０４から構成される。なお、検出部６０１、送信判定部６０２、受信判
定部６０３、および電源制御部６０４は、例えば、図３のマイコン１３４に対応する。
【０４４７】
　検出部６０１は、アクセスポイント２３の検出を行い、その検出結果を送信判定部６０
２に供給する。送信判定部６０２は、検出部６０１からの検出結果に応じて、送信すべき
データ（例えば、状態情報、クリップの各データなど）を、素材利用装置２９に送信する
。送信判定部６０２は、送信すべきデータがある旨を電源制御部６０４に通知し、送信の
終了または送信すべきデータがない旨を受信判定部６０３に通知する。
【０４４８】
　受信判定部６０３は、送信判定部６０２からの通知に応じて、素材利用装置２９から送
信されてくるデータ（例えば、フリーズミックスデータなど）を受信する。受信判定部６
０３は、素材利用装置２９から送信されてくるデータがある旨、および受信の終了または
素材利用装置２９から送信されてくるデータがない旨を、電源制御部６０４に通知する。
【０４４９】
　電源制御部６０４は、検出部６０１からの検出結果、あるいは送信判定部６０２または
受信判定部６０３からの通知に応じて、レコーダブロック５２への電源の供給を制御する
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ための電源制御信号を生成し、電源ブロック５４に供給する。
【０４５０】
　次に、図５０を参照して、カムコーダ２１がレコーダブロック５２への電源の供給を制
御する電源制御処理について説明する。この電源制御処理は、例えば、カムコーダ２１の
電源がオンにされたとき、即ち電源部１５１に電源が供給されたとき、開始される。
【０４５１】
　ステップＳ６０１において、検出部６０１は、図１のアクセスポイント２３を検出し、
その検出結果を送信判定部６０２に供給して、ステップＳ６０２に進む。ステップＳ６０
２において、検出部６０１は、アクセスポイント２３を検出することができたかどうかを
判定し、その判定の結果を送信判定部６０２に供給する。ステップＳ６０１において、ア
クセスポイント２３を検出することができなかったと判定された場合、検出部６０１は、
アクセスポイント２３を検出することができるまで待機する。
【０４５２】
　一方、ステップＳ６０２において、アクセスポイント２３を検出することができたと判
定された場合、ステップＳ６０３に進み、送信判定部６０２は、アクセスポイント２３を
介するネットワーク３１への接続を開始し、ステップＳ６０４に進む。
【０４５３】
　ステップＳ６０４において、送信判定部６０２は、素材利用装置２９に通信の開始を要
求し、ステップＳ６０５に進む。
【０４５４】
　ステップＳ６０５において、送信判定部６０２は、送信すべきデータがあるかどうかを
判定し、送信すべきデータがあると判定した場合、ステップＳ６０６に進む。
【０４５５】
　ステップＳ６０６において、電源制御部６０４は、レコーダブロック５２の電源をオン
にするように電源制御信号を生成して電源ブロック５４に供給することにより、レコーダ
ブロック５２の電源をオンにし、ステップＳ６０７に進む。ステップＳ６０７において、
送信判定部６０２は、送信すべきデータが有る旨を素材利用装置２９に通知し、ステップ
Ｓ６０８に進む。
【０４５６】
　ステップＳ６０８において、送信判定部６０２は、送信すべきデータを素材利用装置２
９に送信し、ステップＳ６０９に進む。ステップＳ６０９において、送信判定部６０２は
、送信すべきデータすべての送信が終了したかどうかを判定し、送信すべきデータすべて
の送信が終了していないと判定した場合、ステップＳ６０８に戻り、上述した処理を繰り
返す。
【０４５７】
　ステップＳ６０９において、送信すべきデータすべての送信が終了したと判定された場
合、ステップＳ６１０に進み、受信判定部６０３は、受信するデータ、即ち素材利用装置
２９から送信されてくるデータがあるかどうかを判定する。ステップＳ６１０において、
受信するデータがないと判定された場合、ステップＳ６１１に進み、電源制御部６０４は
、レコーダブロック５２の電源をオフにするように電源制御信号を生成して電源ブロック
５４に供給することにより、レコーダブロック５２の電源をオフにし、処理を終了する。
【０４５８】
　一方、ステップＳ６０５において、送信すべきデータがないと判定された場合、ステッ
プＳ６１２に進み、送信判定部６０２は、送信すべきデータが無い旨を素材利用装置２９
に通知し、ステップＳ６１３に進む。
【０４５９】
　ステップＳ６１３において、受信判定部６０３は、受信するデータがあるかどうか、即
ち素材利用装置２９から送信されてくるデータがあるかどうかを判定し、受信するデータ
があると判定された場合、ステップＳ６１４に進む。
【０４６０】
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　ステップＳ６１４において、電源制御部６０４は、レコーダブロック５２の電源をオン
にし、ステップＳ６１５に進む。ステップＳ６１５において、受信判定部６０３は、素材
利用装置２９から送信されてくるデータを受信し、ステップＳ６１６に進む。
【０４６１】
　ステップＳ６１６において、受信判定部６０３は、素材利用装置２９から送信されてく
るすべてのデータの受信が終了したかどうかを判定し、すべてのデータの受信が終了して
いないと判定された場合、ステップＳ６１５に戻り、上述した処理を繰り返す。
【０４６２】
　一方、ステップＳ６１６において、素材利用装置２９から送信されてくるデータの受信
が終了したと判定された場合、ステップＳ６１１に進み、上述したように、電源制御部６
０４は、レコーダブロック５２の電源をオフにし、処理を終了する。
【０４６３】
　また、ステップＳ６１０において、受信するデータがあると判定された場合、ステップ
Ｓ６１５に進み、上述した処理を行う。
【０４６４】
　さらに、ステップＳ６１３において、受信するデータがないと判定された場合、ステッ
プＳ６１４乃至Ｓ６１６をスキップして、ステップＳ６１１に進み、上述した処理を行う
。
【０４６５】
　以上のように、カムコーダ２１では、アクセスポイント２３が検出された場合、データ
を送信または受信している間、レコーダブロック５２の電源がオンにされる。
【０４６６】
　また、カムコーダ２１では、アクセスポイント２３が検出されない場合、即ちインター
ネット３１を介して通信を行うことが不可能である場合、送受信対象となるクリップなど
のデータを再生または記録するレコーダブロック５２の電源をオフするので、カムコーダ
２１の消費電力を削減することができる。
【０４６７】
　また、アクセスポイントを検出することができた場合、カムコーダ２１は、ネットワー
ク３１への接続を自動的に開始するので、ユーザは、ネットワーク３１への接続の開始を
指令する必要がなく、ユーザの手間を省くことができる。
【０４６８】
　なお、上述した説明では、レコーダブロック５２の電源、即ちレコーダブロック５２を
構成するすべての部へ供給する電源をオンにしたが、レコーダブロック５２のうち記録ま
たは再生に用いられる部へ供給する電源だけを、オンにするようにしてもよい。この場合
、送信すべきデータがあるとき、再生に用いられる部へ供給する電源がオンにされ、受信
するデータがあるとき、記録に用いられる部へ供給する電源がオンにされる。
【０４６９】
　次に、図５１を参照して、素材利用装置２９がカムコーダ２１と通信を行う通信処理に
ついて説明する。なお、この通信処理は、図１４のカムコーダ情報管理部３１１の状態取
得部３２１、データ取得部３２４、および制御部３２８、並びにフリーズミックス送信部
３１２の送信部５２４で行われるが、図５１では、説明の便宜上、状態取得部３２１で行
われるものとして説明する。
【０４７０】
　ステップＳ６５１において、状態取得部３２１が、図５０のステップＳ６０４で送信判
定部６０２に通信の開始が要求されたかどうかを判定し、通信の開始が要求されていない
と判定した場合、通信の開始が要求されるまで待機する。
【０４７１】
　一方、ステップＳ６５１において、通信の開始が要求されたと判定された場合、ステッ
プＳ６５２に進み、状態取得部３２１は、カムコーダ２１との通信を開始して、ステップ
Ｓ６５３に進む。
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【０４７２】
　ステップＳ６５３において、状態取得部３２１は、受信するデータがあるかどうか、即
ち図５０のステップＳ６０７で送信判定部６０２により送信すべきデータが有る旨が通知
されたかどうかを判定する。ステップＳ６５３において、受信するデータがあると判定さ
れた場合、ステップＳ６５４に進み、状態取得部３２１は、送信判定部６０２から送信さ
れてくるデータを受信する。
【０４７３】
　ステップＳ６５４の処理後は、ステップＳ６５５に進み、状態取得部３２１は、送信判
定部６０２から送信されてくるすべてのデータの受信が終了したかどうかを判定し、受信
が終了していないと判定した場合、ステップＳ６５４に戻り、上述した処理を繰り返す。
【０４７４】
　一方、ステップＳ６５５において、受信が終了したと判定された場合、ステップＳ６５
６に進み、状態取得部３２１は、カムコーダ２１に送信すべきデータがあるかどうかを判
定し、送信すべきデータがないと判定した場合、ステップＳ６５７に進む。
【０４７５】
　ステップＳ６５７において、状態取得部３２１は、送信すべきデータが無い旨をカムコ
ーダ２１に通知し、処理を終了する。
【０４７６】
　また、ステップＳ６５３において、受信するデータがないと判定された場合、ステップ
Ｓ６５８において、ステップＳ６５６と同様に、状態取得部３２１は、カムコーダ２１に
送信すべきデータがあるかどうかを判定し、送信すべきデータがあると判定した場合、ス
テップＳ６５９に進む。
【０４７７】
　ステップＳ６５９において、状態取得部３２１は、送信すべきデータが有る旨をカムコ
ーダ２１に通知する。このように、送信すべきデータが有る旨がカムコーダ２１に通知さ
れた場合、図５０のステップＳ６１０またはＳ６１３では、受信するデータがあると判定
される。ステップＳ６５９の処理後は、ステップＳ６６０に進み、状態取得部３２１は、
送信すべきデータをカムコーダ２１に送信し、ステップＳ６６１に進む。ステップＳ６６
１において、状態取得部３２１は、送信すべきデータのすべて送信が終了したかどうかを
判定し、送信が終了していないと判定した場合、ステップＳ６６０に戻り、上述した処理
を繰り返す。
【０４７８】
　一方、ステップＳ６６１において送信が終了したと判定された場合、処理は終了する。
また、ステップＳ６５８において送信すべきデータがないと判定された場合、ステップＳ
６６２に進み、状態取得部３２１は、ステップＳ６５７と同様に、送信すべきデータが無
い旨を通知する。以上のように、ステップＳ６５７またはステップＳ６６２で送信すべき
データが無い旨が通知された場合、図５０のステップＳ６１０またはＳ６１３では、受信
するデータがないと判定される。
【０４７９】
　また、ステップＳ６５６において、送信すべきデータがあると判定された場合、ステッ
プＳ６５９に進み、上述した処理が行われる。
【０４８０】
　なお、上述した図４９乃至図５１の説明では、検出部６０１がアクセスポイント２３を
検出する場合、送信判定部６０２が、ネットワーク３１への接続を自動で開始するように
したが、ネットワーク３１への接続を手動で開始するようにしてもよい。即ち、カムコー
ダ３１は、アクセスポイント２３を検出した場合、図３のLCD１１２などにより、アクセ
スポイントの検出が有る旨をユーザに通知し、その通知を受けたユーザがネットワーク３
１への接続の開始を指令するとき、ネットワーク３１への接続を開始するようにしてもよ
い。
【０４８１】
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　また、ユーザが、ネットワーク３１への接続の開始を自動または手動のいずれで行うか
を選択することができるようにしてもよい。
【０４８２】
　さらに、上述した説明では、図６のグルーピングメタデータに項目「送信履歴」を設け
たが、項目「送信履歴」を設けなくてもよい。この場合、送信部３０６（４００）は、例
えば、送信済みのクリップのノンリアルタイムメタデータファイル（C0001M01.XML）に送
信済みを表すデータを記録したり、送信済みのクリップのUMIDのインスタンス番号を変更
する。
【０４８３】
　また、グルーピングメタデータの内容の項目「送信先」（図６）には、項目「ウェブサ
イトURL」ではなく、FTPサイトのURLが記述される項目「FTPサイトURL」が設けられるよ
うにしてもよい。
【０４８４】
　以上のように、カムコーダ２１では、取得部５０１が、素材利用装置２９からフリーズ
ミックスデータを取得し、表示制御部５０６が、フリーズミックスデータに基づいて表示
を制御するようにしたので、他の装置が記録している画像を、撮影時に見本とする見本画
像として、見本画像と雰囲気が近似する画像を撮影することができる。
【０４８５】
　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。
【０４８６】
　また、本明細書において、システムとは、複数の装置により構成される装置全体を表す
ものである。
【０４８７】
　なお、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】
【０４８８】
【図１】本発明を適用したネットワークシステムの構成例を示す図である。
【図２】テレビジョン番組を制作する作業者のワークフローを詳細に説明する図である。
【図３】図１のカムコーダのハードウエア構成例を示すブロック図である。
【図４】図１の素材利用装置のハードウエア構成例を示すブロック図である。
【図５】リムーバブルメディアに記録されるファイルのディレクトリ構造を表す画面の例
を示す図である。
【図６】グルーピングメタデータの項目の内容の例を示す図である。
【図７】グルーピングメタデータの例を示す図である。
【図８】記録部に記録されるファイルのディレクトリ構造を表す画面の例を示す図である
。
【図９】図８の実体ディレクトリの構成を示す図である。
【図１０】現在画像ファイルを開いたとき表示される画面の例を示す図である。
【図１１】クリップディレクトリを開いたとき表示される画面の例を示す図である。
【図１２】カムコーダの機能的構成例を示すブロック図である。
【図１３】カムコーダ情報送信部の詳細構成例を示すブロック図である。
【図１４】素材利用装置の機能的構成例を示すブロック図である。
【図１５】カムコーダ情報管理部の詳細構成例を示すブロック図である。
【図１６】現在取得中のクリップの素材データの通信について説明する図である。
【図１７】表示処理を説明するフローチャートである。
【図１８】ファイル送信処理を説明するフローチャートである。
【図１９】ファイル送信処理を説明するフローチャートである。
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【図２０】クリップ送信処理を説明するフローチャートである。
【図２１】ファイル受信処理を説明するフローチャートである。
【図２２】クリップ受信処理を説明するフローチャートである。
【図２３】削除処理を説明するフローチャートである。
【図２４】カムコーダ情報送信部の他の詳細構成例を示すブロック図である。
【図２５】送信モードを設定するための画面の例を示す図である。
【図２６】送信対象のクリップの例を示す図である。
【図２７】送信リストの例を示す図である。
【図２８】送信リスト作成処理を説明するフローチャートである。
【図２９】送信リストの他の例を示す図である。
【図３０】他の送信リスト作成処理を説明するフローチャートである。
【図３１】送信リストのさらに他の例を示す図である。
【図３２】さらに他の送信リスト作成処理を説明するフローチャートである。
【図３３】送信リストのさらに他の例を示す図である。
【図３４】さらに他の送信リスト作成処理を説明するフローチャートである。
【図３５】記録処理を説明するフローチャートである。
【図３６】他の記録処理を説明するフローチャートである。
【図３７】フリーズミックス処理部の詳細構成例を示すブロック図である。
【図３８】フリーズミックス送信部の詳細構成例を示すブロック図である。
【図３９】リムーバブルメディアに記録されるフリーズミックスデータのファイルを含む
ファイルのディレクトリ構造を表す画面の例を示す図である。
【図４０】フリーズミックスメタデータの例を示す図である。
【図４１】フリーズミックス画像を指定するための画面の例を示す図である。
【図４２】フリーズミックス画像を指定するための他の画面の例を示す図である。
【図４３】フリーズミックスデータを送信する処理を説明する図である。
【図４４】フリーズミックスを行う処理を説明する図である。
【図４５】テープライク再生部の詳細構成例を示す図である。
【図４６】再生リストの例を示す図である。
【図４７】登録処理を説明するフローチャートである。
【図４８】削除処理を説明するフローチャートである。
【図４９】素材利用装置との通信を行う機能の構成例を示すブロック図である。
【図５０】電源制御処理を説明するフローチャートである。
【図５１】通信処理を説明するフローチャートである。
【符号の説明】
【０４８９】
　１　ネットワークシステム，　２１，２２　カムコーダ，　２３，２４　アクセスポイ
ント，　２８　素材サーバ，　２９　素材利用装置，　３１　ネットワーク，　３２　イ
ントラネット，　３３　リムーバブルメディア，　５１　カメラブロック，　５２　レコ
ーダブロック，　５３　通信ブロック，　５４　電源ブロック，　５５　マイクロフォン
，　５６　スピーカ，　７４　ビデオ符号化部，　１０１　オーディオ符号化部，　１０
５　オーディオ復号部，　１０６　マイコン，　１１１　ビデオ復号部，　３０５　作成
部，　３０６　送信部，　３２１　状態取得部，　３２２　データ記録部，　３２３　削
除部，　３２４　データ取得部，　３２５　データ記録部，　３２６　表示制御部，　５
０１　取得部，　５０２　記録再生部，　５０３　入力部，　５０４　撮影部，　５０５
　表示制御部，　６０１　検出部，　６０２　送信判定部，　６０３　受信判定部，　６
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