
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
少なくとも１つ以上の編集プログラムを設定自在な編集プログラム設定手段と、設定され
た１以上の編集プログラムを記憶する記憶手段と、前記記憶手段に記憶される編集プログ
ラムに従って、記録媒体に記録した信号の編集を、遠隔操作可能な別な記録装置を用いて
実行する編集手段と、前記編集プログラムの内容、テープカウンタ値、動作モード及びメ
ニュー等の各種表示が可能な表示手段と、各メーカの記録装置に対応した遠隔操作コマン
ド・コードを内蔵し、それを選択するコマンド・コード選択手段と、選択されたコマンド
・コードによる遠隔操作が正確に行なわれるか否かを確認する選択コード動作確認手段と
を具備し、選択コード動作確認中に送信したコマンド・コードに対して制御対象の記録装
置が動作すべき状態並びに前記選択コード動作確認作業の開始及び終了を前記表示手段に
表示させることを特徴とする編集機能内蔵ＶＴＲ。
【請求項２】
上記選択コード動作確認中、コマンド・コード送信のタイミングに同調した時計を表示し
、タイミング調整用記録媒体を前記選択コード動作確認と同時に作成する請求項１に記載
の編集機能内蔵ＶＴＲ。
【請求項３】
コマンド・コード送信のタイミングに同調した上記時計を通常より拡大した文字で表示す
る請求項２に記載の編集機能内蔵ＶＴＲ。
【請求項４】
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更に、ＶＴＲを遠隔操作するコマンドを受け付けるコマンド受付け手段と、編集実行中は
、前記ＶＴＲの操作コマンドの受付けを禁止するコマンド受付け禁止手段とを有し、前記
コマンド受付け禁止手段によるコマンド受付け禁止中には、コマンド受付け禁止中である
ことを表示する請求項１に記載の編集機能内蔵ＶＴＲ。
【請求項５】
編集プログラム設定中と編集実行中との表示形態を別異にし、表示スペースの都合で編集
プログラム設定中には表示出来ないが、編集実行中には表示する必要がある内容を表示可
能とした請求項１に記載の編集機能内蔵ＶＴＲ。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、遠隔操作可能な外部記録装置を用いて、記録媒体に記録した信号の編集を実行
する編集機能を有する編集機能内蔵ＶＴＲに関する。
【０００２】
【従来の技術】
従来例では、選択したコマンド・コードによる遠隔操作が正確に行なわれるか否かを確認
するために何かのコマンド・コードを送信しても、それを確認する術がなかった。
【０００３】
また、従来例では、選択コード動作確認中、コマンド・コード送信のタイミングに同調し
た時間経過をユーザに知らせる手段が無く、ユーザは別に時計を用意しなければならない
。
【０００４】
編集実行中にも、例えば、ＶＴＲの誤操作防止のためにＶＴＲの遠隔操作コマンド受付け
を禁止したとしても、コマンド受付け禁止中を示す情報は、従来例では全く表示されない
。
【０００５】
装備されている表示手段の表示エリアには限界があり、従来例では、各モードに適した情
報が的確に表示されていたとは言い難い。
【０００６】
【発明が解決しようとする課題】
このように、従来例では、選択したコマンドコードによる遠隔操作が正確に行われるか否
かの選択コード動作確認中、いつ確認用のコマンド・コードが送信されたのか、またそれ
に対して記録装置がどのように動作するかが明確にユーザに知らされないという不具合が
ある。
【０００７】
従来例では、タイミング調整用記録媒体の作成が考慮されていないので、タイミング調整
値を設定するためには、先ず時間情報を記録した記録媒体を使用して一度、編集作業を行
ない、その記録された状態からタイミング調整値を算出しなけばならず、非常に煩わしい
操作が必要であった。
【０００８】
編集実行中、ＶＴＲの誤操作防止のためにＶＴＲの遠隔操作コマンド受付けを禁止するよ
うな場合でも、従来例では、コマンド受付け禁止中を示す情報が表示されないので、使用
者は、遠隔操作が無効な理由を即座に理解できない場合がある。
【０００９】
編集プログラム設定中と編集実行中で表示形態を同じにしているので、編集プログラム設
定モード中には表示出来ないが、編集実行中には表示する必要がある内容（例えば、ＶＳ
Ｃによる日付等）について、表示スペースの都合で編集実行中に表示できなかった。
【００１０】
本発明は、選択コード動作確認の開始及び終了並びに確認中を明確に認識できる編集機能
内蔵ＶＴＲを提示することを目的とする。
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【００１１】
本発明はまた、タイミング調整用記録媒体を選択コード動作確認と同時に作成できる編集
機能内蔵ＶＴＲを提示することを目的とする。
【００１２】
本発明はまた、遠隔コマンド受付け禁止中をユーザに知らせる手段を具備する編集機能内
蔵ＶＴＲを提示することを目的とする。
【００１３】
本発明は更に、編集プログラム設定中と編集実行中とで、必要な情報を的確に表示する編
集機能内蔵ＶＴＲを提示することを目的とする。
【００１４】
【課題を解決するための手段】
本出願に係る編集機能内蔵ＶＴＲは、少なくとも１つ以上の編集プログラムを設定自在な
編集プログラム設定手段と、設定された１以上の編集プログラムを記憶する記憶手段と、
前記記憶手段に記憶される編集プログラムに従って、記録媒体に記録した信号の編集を、
遠隔操作可能な別な記録装置を用いて実行する編集手段と、前記編集プログラムの内容、
テープカウンタ値、動作モード及びメニュー等の各種表示が可能な表示手段と、各メーカ
の記録装置に対応した遠隔操作コマンド・コードを内蔵し、それを選択するコマンド・コ
ード選択手段と、選択されたコマンド・コードによる遠隔操作が正確に行なわれるか否か
を確認する選択コード動作確認手段とを具備し、選択コード動作確認中に送信したコマン
ド・コードに対して制御対象の記録装置が動作すべき状態並びに前記選択コード動作確認
作業の開始及び終了を前記表示手段に表示させることを特徴とする。これにより、選択コ
ード動作確認作業の開始と終了が明確になり、更に確認動作の信頼性が向上する。
【００１５】
好ましくは、選択コード動作確認中、コマンド・コード送信のタイミングに同調した時計
を表示し、タイミング調整用記録媒体を前記選択コード動作確認と同時に作成する。これ
により、精度の良い編集作業に必要ないわゆるタイミング調整を容易に行うことを可能と
する調整用記録媒体を、選択コード動作確認と同時に作成できる。時計は、通常よりも拡
大した文字で表示するのが好ましい。これにより、特殊再生時等にも認識しやすくなる。
【００１６】
更に、ＶＴＲを遠隔操作するコマンドを受け付けるコマンド受付け手段と、編集実行中は
、前記ＶＴＲの操作コマンドの受付けを禁止するコマンド受付け禁止手段とを有し、前記
コマンド受付け禁止手段によるコマンド受付け禁止中には、コマンド受付け禁止中である
ことを表示する。これにより、使用者に対して現在ＶＴＲが前記コマンド受付け禁止状態
であることを通知することが可能となる。
【００１７】
編集プログラム設定中と編集実行中との表示形態を別異にし、表示スペースの都合で編集
プログラム設定中には表示出来ないが、編集実行中には表示する必要がある内容を表示可
能とする。これにより、表示スペースの都合で編集プログラム設定中には表示出来ないが
、編集実行中には表示する必要がある内容（例えば、ＶＳＣによる日付等）を表示できる
ようになる。
【００１８】
【発明の実施の形態】
以下、図面を参照して、本発明の実施の形態を詳細に説明する。
【００１９】
図１は、本発明を適用したカメラ一体型ＶＴＲの一実施例の概略構成ブロック図を示す。
撮像部１０は、光学系レンズ、ＣＣＤ撮像素子、オートフォーカス機構及びズーム機構等
からなり、カメラ系制御装置１２からの指示に従い、被写界に対して焦点及び光量等を調
整し、光学系レンズを通して結像された被写界の光学像を映像信号に変換し、カメラ信号
処理装置１４に出力する。カメラ信号処理装置１４は、カメラ系制御装置１２からの指示
に従い、撮像部１０からの映像信号に所定の信号処理を施して、ＶＴＲブロック１６に送
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出する。
【００２０】
カメラ系操作装置１８は、カメラ系に関する各種スイッチ及びダイヤル類（ＡＦオン／オ
フ、ＡＥオート／ロック、プログラムＡＥ等）からなり、システム制御装置２０は、カメ
ラ系操作装置１８の、撮影者による操作をカメラ系制御装置１２に供給する。カメラ系制
御装置１２は、マイクロコンピュータ等からなり、システム制御装置２０及びカメラ系操
作装置１８の指示等によりカメラ系全体を制御する。
【００２１】
ＶＴＲブロック１６は、機構部、その機構部を駆動する機構駆動部、マイクロコンピュー
タを中心とする機構部サーボ制御装置及びビデオ・オーディオ信号処理装置等からなり、
システム制御装置２０からの指示に従って、映像信号を記録媒体に記録・再生し、映像信
号をＥＶＦ（電子ビュー・ファインダ）２２に送出するとともに、図示しない出力端子か
ら外部に出力する。
【００２２】
ＶＴＲ系操作装置２４は、ＶＴＲ系及び装置全体に関する各種スイッチ類（アップ、ダウ
ン、ライト、レフト、実行、メニュー、再生、早送り／逆送り、ポーズ及び開始／停止等
）からなり、その、撮影者による操作は、システム制御装置２０に供給される。電源モー
ドＳＷ２６は、撮影者が本体の電源モード（カメラ・ＶＴＲ・編集のオン／オフ）を選択
するスイッチで、選択された状態はシステム制御装置２０に供給される。ＯＳＤ（オンス
クリーン・ディスプレイ）制御装置２８は、システム制御装置２０からの指示に従い、本
体の各種情報を表示用の文字信号に変換してＥＶＦ２２に供給し、タイトル及びオートデ
ート等の記録すべき文字信号をＶＴＲブロック１６に供給する。
【００２３】
ＥＶＦ２２は、映像信号を撮影者に対して映像表示するＣＲＴ又は液晶表示パネルなどか
らなり、映像を表示すると共に、文字や記号による各種情報及び、メニュー設定時のガイ
ド情報などを表示する。
【００２４】
システム制御装置２０は、上述した各部を総合的に制御するマイクロコンピュータ等から
なり、後述するタイマ機能をはじめとする各種機能を有し、電源モードの制御、ＶＴＲブ
ロック１６の動作モード遷移の制御、各種情報表示制御、編集モード制御、及び各種撮影
モードや編集プログラムの記憶と保持等を主に担っている。また、システム制御装置２０
はまた、外部記録装置を遠隔操作する信号を赤外リモコン信号発生装置３０に供給し、装
置３０は、赤外線を搬送波とする制御信号を外部空間に向け送出する。他方、赤外リモコ
ン信号受信装置３２は、外部からの赤外線遠隔制御信号を受信し、そのデータ・コードを
システム制御装置２０に供給する。
【００２５】
図２、図３及び図４は全体として、本実施例の動作フローチャートを示す。図５、図６及
び図７は動作中の表示例、図８は各動作のタイミング図である。
【００２６】
ここでは、メーカ毎の記録装置の遠隔操作コマンド・コードの選択を、メニューのひとつ
の項目で行なっている。図５～図７のメニュー画面で、メニュー・カーソル４０が”ＲＥ
ＣＯＲＤＥＲ　ＳＥＬＥＣＴ”の欄に位置するときに、ユーザがＶＴＲ系操作装置２４の
実行キーを押すと、選択コード動作確認が実行される。
【００２７】
選択コード動作確認実行開始の操作が検出されると（Ｓ１）、現在選択されているメーカ
の遠隔操作コマンド・コードの送信を準備し（Ｓ２）、コマンド送信タイミング・タイマ
ＣＭＤ．ＴＩＭＥＲを０．０秒に初期化し、スタートさせる（Ｓ３）。このタイマＣＭＤ
．ＴＩＭＥＲはシステム制御装置２０内で動作し、スタート後は０．１秒毎にカウントア
ップされる。Ｓ３と同時に、システム制御装置２０は、記録装置に向け記録ポーズ解除コ
マンド赤外リモコン信号発生装置３０から送出させる。更に、記録装置がそのコマンドを
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受信して動作すべき状態を示す欄４２に”ＲＥＣＯＤＥＲ；ＲＥＣ”というように表示し
（Ｓ５）、コマンド送信タイミング・タイマＣＭＤ．ＴＩＭＥＲが５．０秒になるのを待
つ（Ｓ６）。
【００２８】
コマンド送信タイミング・タイマＣＭＤ．ＴＩＭＥＲが５．０秒になったら（Ｓ６）、タ
イミング調整用時計表示タイマＡＤＪＵＳＴ．ＴＩＭＥＲを＋５．０に初期化するととも
に（Ｓ７）、カットアウト・タイミング調整用時計の表示を開始する（Ｓ８）。カットア
ウト・タイミング調整用時計は、他の表示文字と同じ大きさでもよいが、図５に符号４４
で示すように、他の文字表示よりも拡大された文字で表示するのが好ましい。
【００２９】
その後、コマンド送信タイミング・タイマＣＭＤ．ＴＩＭＥＲが０．１秒更新されるのを
待ち（Ｓ９）、更新されたら、タイミング調整用時計表示タイマＡＤＪＵＳＴ．ＴＩＭＥ
Ｒから０．１減じ、カットアウト・タイミング調整用時計の表示（例えば、図５の符号４
４の欄）も更新する（Ｓ１０）。コマンド送信タイミング・タイマＣＭＤ．ＴＩＭＥＲが
１０．０秒になるまで（Ｓ１１）、Ｓ９及びＳ１０を繰り返す。
【００３０】
コマンド送信タイミング・タイマＣＭＤ．ＴＩＭＥＲが１０．０秒になったら（Ｓ１１）
、記録装置に記録ポーズ・コマンドを送信し（Ｓ１２）、更に、記録装置がそのコマンド
を受信して動作すべき状態を、欄４２に示すように”ＲＥＣＯＤＥＲ；ＲＥＣ　ＰＡＵＳ
Ｅ”と表示する（Ｓ１３）。その後、コマンド送信タイミング・タイマＣＭＤ．ＴＩＭＥ
Ｒが０．１秒更新されるのを待ち（Ｓ１４）、更新されたら、タイミング調整用時計表示
タイマＡＤＪＵＳＴ．ＴＩＭＥＲから０．１減じ、カットアウトタイミング調整用時計の
表示（例えば、図５の符号４４の欄）も更新する（Ｓ１５）。コマンド送信タイミング・
タイマＣＭＤ．ＴＩＭＥＲが１１．０秒になるまで、Ｓ１４及びＳ１５を繰り返す（Ｓ１
６）。
【００３１】
コマンド送信タイミング・タイマＣＭＤ．ＴＩＭＥＲが１１．０秒になると（Ｓ１６）、
カットアウト・タイミング調整用時計の表示を終了させる（Ｓ１７）。その時の表示を図
６に示す。
【００３２】
コマンド送信タイミング・タイマＣＭＤ．ＴＩＭＥＲが２０．０秒になるのを待ち（Ｓ１
８）、２０．０秒になったら、記録装置に記録ポーズ解除コマンドを送信し（Ｓ１９）、
更に、Ｓ２２０で記録装置がそのコマンドを受信して動作すべき状態を、符号４６の欄に
示すように”ＲＥＣＯＤＥＲ；ＲＥＣ”と表示する（Ｓ２０）。
【００３３】
タイミング調整用時計表示タイマＡＤＪＵＳＴ．ＴＩＭＥＲを０．０に初期化し（Ｓ２１
）、カットイン・タイミング調整用時計の表示を開始する（Ｓ２２）。カットアウト・タ
イミング調整用時計と同様に、カットイン・タイミング調整用時計も、他の表示文字と同
じ大きさでもよいが、図７に符号４６の欄で示すように、他の文字表示よりも拡大された
文字で表示するのが好ましい。
【００３４】
コマンド送信タイミング・タイマＣＭＤ．ＴＩＭＥＲが０．１秒更新されるのを待ち（Ｓ
２３）、更新されたら、タイミング調整用時計表示タイマＡＤＪＵＳＴ．ＴＩＭＥＲから
０．１を減じ、カットイン・タイミング調整用時計の表示（例えば、図７の符号４６の欄
）も更新する（Ｓ２４）。コマンド送信タイミング・タイマＣＭＤ．ＴＩＭＥＲが２５．
０秒になるまで、Ｓ２３及びＳ２４を繰り返す（Ｓ２５）。
【００３５】
コマンド送信タイミング・タイマＣＭＤ．ＴＩＭＥＲが２５．０秒になると（Ｓ２５）、
カットイン・タイミング調整用時計の表示を消去し（Ｓ２６）、コマンド送信タイミング
・タイマＣＭＤ．ＴＩＭＥＲが３０．０秒になるのを待つ（Ｓ２７）。
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【００３６】
コマンド送信タイミング・タイマＣＭＤ．ＴＩＭＥＲが３０．０秒になると（Ｓ２７）、
記録装置に記録ポーズ・コマンドを送信し（Ｓ２８）、記録装置が動作すべき状態の表示
を消去して（Ｓ２９）、選択コード動作確認作業を終了する。
【００３７】
尚、前記各種表示の信号はライン出力されているので、その信号を記録装置のライン入力
に接続し、以上の選択コード動作確認作業で実際に記録動作を行なえば、それだけでタイ
ミング調整用記録媒体が完成する。ちなみに、調整用記録媒体の記録信号を再生し、カッ
トアウト・タイミング調整用時計の表示からカットイン・タイミング調整用時計の表示へ
の切り替わり目の時計表示データがそれぞれのタイミング調整値となるので、そのデータ
を各タイミング調整データとして設定すればよい。
【００３８】
図９は、編集モードにおける本実施例の動作フローチャートを示す。図１０及び図１１は
、そのときの表示例を示す。
【００３９】
編集実行モードがＶＴＲ系操作装置２４の実行キーによりオンされなければ（Ｓ３１）、
ＶＴＲに対する遠隔操作コマンド受付を許可し、コマンド受付禁止表示”Ｓ＿ＯＦＦ”（
図１１の表示５０）を消去し（Ｓ３９）、通常の編集モード表示（図１０）に移行し（Ｓ
４０）、Ｓ３１に戻る。図１０の表示５２－１～５２－８は、既に設定されている編集プ
ログラムの内容を示すもので、１～８番の編集プログラムが登録済みであることがわかる
。また、図１０では、既に画面一杯が情報表示に使用されており、他の情報を表示するス
ペースが無いことも分かる。
【００４０】
編集実行モードがＶＴＲ系操作装置２４の実行キーによりオンされている場合（Ｓ３１）
、編集作業が外部からの誤操作により中断してしまうことを防ぐため、システム制御装置
２０は、ＶＴＲに対する遠隔操作コマンドの受付を禁止し、同時に、図１１に符号５０で
示すように、コマンド受付禁止表示”Ｓ＿ＯＦＦ”をオンにする。
【００４１】
次に、編集実行モード表示（図１１）をオンにし（Ｓ３３）、現在編集中の編集プログラ
ムの内容の表示のみを符号５４に示すように反転表示する（Ｓ３４）。この表示例では、
符号５６の欄に示される編集プログラムの実行中のプログラム内容が反転表示されており
、第１番目の編集作業が行なわれていることを確認できる。
【００４２】
日付（データ・コード）がオンされているか否かを判別し（Ｓ３５）、オンの場合、図１
１に符号５８で示すように日付（データコード）表示をオンにし（Ｓ５６）、オフの場合
は、日付表示をオフ（消去）する。全ての編集プログラムの編集動作が終了したか否かを
判定し（Ｓ３８）、未終了の場合はＳ３３に戻ってＳ３３以降を繰り返し、終了の場合は
Ｓ３１に戻る。
【００４３】
【発明の効果】
以上の説明から容易に理解できるように、本発明によれば、選択コード動作確認作業の開
始と終了が明確になり、確認動作の信頼性が向上する。
【００４４】
また、選択コード動作確認中に、コマンドコード送信のタイミングに同調した時計を表示
することにより、精度の良い編集作業に必要ないわゆるタイミング調整を容易に行なうこ
とを可能とする調整用記録媒体の作成を、選択コード動作確認と同時に行なうことが可能
になる。
【００４５】
時計表示を通常よりも拡大した文字により行なことにより、タイミング調整値設定作業時
の時計の確認が容易になる。
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【００４６】
編集実行（実行モード）中にはコマンド受付を禁止する手段を設け、コマンド受付禁止中
を示す情報を表示することにより、使用者は、現在、コマンド受付禁止状態か否かを明確
に認識できる。
【００４７】
編集プログラム設定（設定モード）中と編集実行（実行モード）中とで表示形態を別異に
することにより、表示スペースの都合で編集設定モード中には表示出来ないが、編集実行
モード中には表示する必要がある内容（例えば、ＶＳＣのデータコードによる日付等）も
、必要時に表示できるようになる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の一実施例であるカメラ一体型ＶＴＲの概略構成ブロック図である。
【図２】本実施例の動作フローチャートの一部である。
【図３】本実施例の動作フローチャートの一部である。
【図４】本実施例の動作フローチャートの一部である。
【図５】本実施例の編集メニュー・モードでのＥＶＦ表示例である。
【図６】本実施例の編集メニュー・モードでのＥＶＦ表示例である。
【図７】本実施例の編集メニュー・モードでのＥＶＦ表示例である。
【図８】本実施例の動作タイミング図である。
【図９】本実施例の編集モードの動作フローチャートである。
【図１０】本実施例の編集モードでのＥＶＦ表示例である。
【図１１】本実施例の編集モードでのＥＶＦ表示例である。
【符号の説明】
１０：撮像部
１２：カメラ系制御装置
１４：カメラ信号処理装置
１６：ＶＴＲブロック
１８：カメラ系操作装置
２０：システム制御装置
２２：ＥＶＦ（電子ビュー・ファインダ）
２４：ＶＴＲ系操作装置
２６：電源モードＳＷ
２８：ＯＳＤ（オンスクリーン・ディスプレイ）制御装置
３０：赤外リモコン信号発生装置
３２：赤外リモコン信号受信装置

10

20

30

(7) JP 3563881 B2 2004.9.8



【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】

【 図 ６ 】

【 図 ７ 】

【 図 ８ 】 【 図 ９ 】
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【 図 １ ０ 】

【 図 １ １ 】
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