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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　入力操作機能を有して、少なくとも動画または音声およびこれを同期する静止画の情報
を含む任意の情報を処理する一以上の情報処理装置と、
　少なくとも、上記情報処理装置から転送される情報に基づく映像、および上記情報をそ
れぞれ時間軸に沿って表示帯で表す編集画面を表示する表示装置と、
　上記情報処理装置から入力操作指示に基づいて上記表示装置における表示処理を含むネ
ットワーク情報処理を支援する情報処理支援装置と、
　上記情報処理支援装置と上記情報処理装置とを接続する通信手段と、
　上記情報処理装置から転送される情報以外の少なくとも映像または音声を入力する動画
・音声入力装置と、
　上記情報処理装置および上記動画・音声入力装置から転送される複数の情報を所定の時
間軸に合わせてそれぞれ記録し、この複数の情報に基づいて視聴可能なコンテンツを作成
する情報作成装置と、
　上記情報作成装置で作成されたコンテンツを上記編集画面を用いて編集して、新たなコ
ンテンツを生成する情報加工装置とを備え、
　上記編集画面中の上記静止画の情報を表す表示帯は、各静止画の表示開始から表示終了
までの表示期間に対応した帯部分が他の部分と異なる表示状態となっており、各帯部分に
対応する静止画のサムネイルを有しているネットワーク情報処理システム。
【請求項２】
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　上記加工装置は、上記情報作成装置および上記情報処理装置により構成される請求項１
に記載のネットワーク情報処理システム。
【請求項３】
　複数の情報入力装置から転送される少なくとも動画または音声およびこれを同期する静
止画の情報を含む複数の情報を所定の時間軸に合わせてそれぞれ記録する記録ステップと
、
　上記記録ステップで記録された複数の情報から視聴可能なコンテンツを生成する生成ス
テップと、
　少なくとも、上記複数の情報をそれぞれ時間軸に沿って表示帯で表す編集画面を用いて
上記生成されたコンテンツを編集して、新たなコンテンツを生成する加工ステップとを備
え、
　上記編集画面中の上記静止画の情報を表す表示帯は、各静止画の表示開始から表示終了
までの表示期間に対応した帯部分が他の部分と異なる表示状態となっており、各帯部分に
対応する静止画のサムネイルを有している情報処理方法。
【請求項４】
　上記生成ステップで生成された上記コンテンツは、ネットワークを介して視聴可能なコ
ンテンツである請求項３に記載の情報処理方法。
【請求項５】
　上記静止画の情報は、圧縮した画像ファイルである請求項３に記載の情報処理方法。
【請求項６】
　上記複数の情報は、上記情報処理装置から転送されるテキスト情報を含む請求項３に記
載の情報処理方法。
【請求項７】
　上記編集画面は、少なくとも、上記複数の情報をそれぞれ時間軸に沿って表示帯で表し
ていると共に、上記時間軸と直交する方向に延び、上記時間軸に沿って移動し、現行時間
を示すカレントタイムラインを表示している請求項３に記載の情報処理方法。
【請求項８】
　上記編集画面は、上記カレントタイムラインで示される現行時間に対応する動画の情報
による動画を表示する動画表示領域および上記現行時間に対応する上記静止画の情報によ
る静止画を表示する静止画表示領域を有している請求項７に記載の情報処理方法。
【請求項９】
　上記加工ステップでは、上記複数の情報を、上記時間軸をベースに一括してカットする
カット編集を行う請求項３又は７に記載の情報処理方法。
【請求項１０】
　上記生成ステップでは、予め登録された複数のテンプレートから上記複数の情報に応じ
た一のテンプレートを選定し、該一のテンプレートに対応して上記コンテンツを生成する
請求項３に記載の情報処理方法。
【請求項１１】
　上記テンプレートは、少なくとも動画を表示する動画再生部と、静止画を表示する静止
画再生部とを有する請求項１０に記載の情報処理方法。
【請求項１２】
　上記複数の情報は、少なくとも動画または音声およびこれに同期する静止画の情報を含
み、
　上記生成ステップでは、上記静止画の情報の系列数に応じて上記一のテンプレートを選
定する請求項１０に記載の情報処理方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
この発明は、ネットワーク会議システムや、ネットワーク教育システム、ネットワークゲ
ームシステム等に適用して好適なネットワーク情報処理システムおよび情報処理方法に関
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する。詳しくは、ネットワーク情報処理システムの情報処理装置および動画・音声入力装
置から転送される少なくとも動画または音声およびこれに同期する静止画の情報を含む複
数の情報を所定の時間軸に合わせてそれぞれ時系列で記録し、これに基づいて視聴可能な
コンテンツを生成することによって、コンテンツの生成を効率よく行い得るようにしたネ
ットワーク情報処理システムおよび情報処理方法に係るものである。
【０００２】
【従来の技術】
従来、情報処理システムに複数の情報入力装置がある場合、各情報入力装置からの情報を
分別記録した後に、手作業で処理し、再生用コンテンツを作成するのが一般的である。例
えば、動画・音声と同時に静止画、テキスト等の複数の情報が存在する場合、動画・音声
と静止画、テキストを別々に取り扱い、後日静止画とテキストを動画・音声の適切な位置
に挿入し、コンテンツを作成する情報処理方法がある。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
上述したように、従来の情報処理システムにおいては、複数の情報入力装置がある場合、
各情報入力装置からの情報を分別記録した後に、手作業で処理してコンテンツを作成する
ものであり、作業者は複数の情報の表示タイミングや表示時間を考慮しながら処理を行う
必要があり、作業効率の悪いものであった。
また従来、映像・音声だけを編集するソフトはあるが、映像、音声に同期して表示する静
止画、テキスト等のコンテンツをそれぞれ時系列にビジブルに並べ、時間軸をベースに編
集するものはない。そのため、映像、音声と静止画、テキスト等の表示タイミングをずら
すことなく編集することが困難であった。
また、例えば会議室に複数の情報配信システムがあった場合、会議の内容によって利用す
る機器が異なる。従来は、いつ、どの資料が、どの機器を使って表示されたのかを記録し
ておき、ホームページオーサリングソフトにて手作業でコンテンツのオーサリングを行っ
ており、間違いが生じたり、作業効率の悪いものであった。
この発明の目的は、コンテンツの生成を効率よく、また間違いなく行い得るようにするこ
とにある。また、この発明の目的は、映像、音声と静止画、テキスト等の表示タイミング
をずらすことなく編集することを容易とすることにある。
【０００４】
【課題を解決するための手段】
　この発明に係るネットワーク情報処理システムは、入力操作機能を有して、少なくとも
動画または音声およびこれを同期する静止画の情報を含む任意の情報を処理する一以上の
情報処理装置と、少なくとも、情報処理装置から転送される情報に基づく映像、および情
報をそれぞれ時間軸に沿って表示帯で表す編集画面を表示する表示装置と、情報処理装置
から入力操作指示に基づいて表示装置における表示処理を含むネットワーク情報処理を支
援する情報処理支援装置と、情報処理支援装置と情報処理装置とを接続する通信手段と、
情報処理装置から転送される情報以外の少なくとも映像または音声を入力する動画・音声
入力装置と、情報処理装置および動画・音声入力装置から転送される複数の情報を所定の
時間軸に合わせてそれぞれ記録し、この複数の情報に基づいて視聴可能なコンテンツを作
成する情報作成装置と、情報作成装置で作成されたコンテンツを編集画面を用いて編集し
て、新たなコンテンツを生成する情報加工装置とを備え、編集画面中の静止画の情報を表
す表示帯は、各静止画の表示開始から表示終了までの表示期間に対応した帯部分が他の部
分と異なる表示状態となっており、各帯部分に対応する静止画のサムネイルを有している
ものである。
【０００５】
　この発明に係る情報処理方法は、複数の情報入力装置から転送される少なくとも動画ま
たは音声およびこれを同期する静止画の情報を含む複数の情報を所定の時間軸に合わせて
それぞれ記録する記録ステップと、記録ステップで記録された複数の情報から視聴可能な
コンテンツを生成する生成ステップと、少なくとも、複数の情報をそれぞれ時間軸に沿っ
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て表示帯で表す編集画面を用いて生成されたコンテンツを編集して、新たなコンテンツを
生成する加工ステップとを備え、編集画面中の静止画の情報を表す表示帯は、各静止画の
表示開始から表示終了までの表示期間に対応した帯部分が他の部分と異なる表示状態とな
っており、各帯部分に対応する静止画のサムネイルを有しているものである。
　例えば、編集画面は、少なくとも、複数の情報をそれぞれ時間軸に沿った表示帯で表し
ていると共に、時間軸と直交する方向に延び、時間軸に沿って移動し、現行時間を示すカ
レントタイムラインを表示している。
　また、生成ステップでは、予め登録された複数のテンプレートから複数の情報に応じた
一のテンプレートを選定し、この一のテンプレートに対応してコンテンツを生成するもの
である。
【０００６】
この発明においては、複数の情報入力装置から転送される複数の情報、例えば少なくとも
動画または音声およびこれに同期する静止画の情報を含む複数の情報を所定の時間軸に合
わせて記録する。そして、この記録された複数の情報に基づいてコンテンツを作成する。
このように、所定の時間軸に合わせて記録された複数の情報に基づいてコンテンツを作成
するものであり、複数の情報を同期して表示するための時間を気にすることなく編集など
を行うことができ、コンテンツの生成を効率よく行うことが可能となる。
【０００７】
　また、この発明においては、生成されたコンテンツを編集して新たなコンテンツを生成
する。例えば、編集画面を用いてコンテンツの編集を行うものである。編集画面は、少な
くとも、複数の情報をそれぞれ時間軸に沿った表示帯で表していると共に、時間軸と直交
する方向に延び、時間軸に沿って移動し、現行時間を示すカレントタイムラインを表示し
ている。そして例えば、複数の情報が少なくとも動画または音声およびこれに同期する静
止画の情報を含む場合、静止画の情報を表す表示帯は各静止画の表示開始から表示終了ま
での表示期間の部分が他の部分と異なる表示状態となっており、各表示期間の部分に対応
する静止画のサムネイルを有している。
　このように、編集画面には複数の情報がそれぞれ時間軸に沿った表示帯にサムネイル等
を使用して時系列にビジブルに表示されているので、複数の情報の前後関係を容易に把握
でき、カット等の編集が容易となる。
【０００８】
また、この発明においては、予め登録された複数のテンプレートから上記複数の情報に応
じた一のテンプレートを選定し、この一のテンプレートに対応してコンテンツを生成する
。例えば、複数の情報が少なくとも動画または音声およびこれに同期する静止画の情報を
含む場合、静止画の情報を構成する系列数に応じて一のテンプレートを選定する。
このように複数の情報に応じたテンプレートが選定され、そのテンプレートを使用してコ
ンテンツが生成されるので、従来のように、ホームページオーサリングソフトにて手作業
でコンテンツのオーサリングを行うものに比べて、間違いなくコンテンツの生成を行うこ
とができ、作業効率も向上したものとなる。
【０００９】
【発明の実施の形態】
以下、この発明の実施の形態のネットワーク電子会議システムについて説明する。
例えば、ネットワーク電子会議システムの場合は、電子的に作成されたプレゼンテーショ
ン資料を表示装置であるプロジェクタ等に転送して、その資料を拡大しながら会議を進行
するシステムである。そのため、プレゼンテーション資料を管理する情報処理装置として
のコンピュータ（パーソナルコンピュータ）を備えると共に、プレゼンテーション資料を
表示装置に転送するため等に使用される情報処理支援装置（パーソナルコンピュータ構成
）等が備えられてシステム全体が構築される。
【００１０】
図１は、ネットワーク電子会議システムの１００の要部の構成例を示す。このシステム１
００は、上述したようにプレゼンテーション資料（ファイルデータ）を保存し管理してい
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る情報処理装置（以下、「クライアントＰＣ（Client PC）」という）２と、プレゼンテ
ーション資料を投影表示するためのプロジェクタ等を使用した表示装置（以下、「プロジ
ェクタ」という）４を有する他、クライアントＰＣ２とプロジェクタ４の間のデータ授受
やデータ加工等を支援するパーソナルコンピュータで構成された情報処理支援装置（以下
、「コミュニケータ（Communicator）」という）３を備えている。
【００１１】
クライアントＰＣ２によってコミュニケータ３が制御され、このコミュニケータ３を介し
てビデオプロジェクタ４の表示映像がコントロールされる。そのため、コミュニケータ３
とプロジェクタ４との間はＲＧＢケーブル等で接続されている。
クライアントＰＣ２とコミュニケータ３との間は通信手段によって結ばれている。通信手
段は無線による場合と有線による場合が考えられるが、この実施の形態では無線を通信手
段として採用している。
そのため、クライアントＰＣ２とコミュニケータ３の双方には、これらの間を接続するネ
ットワークインタフェースカードである無線ＬＡＮカード２ａが装備されている。もちろ
ん無線通信の場合であっても、無線ＬＡＮカードを使用する他に、アクセスポイント（図
示はしない）を使用し、このアクセスポイントを経由して相互に通信を行うように構成す
ることもできる。
【００１２】
　このネットワーク電子会議システム１００には、さらに、会議室の模様を映像および音
声として記録し、さらにその会議で使用したプレゼンテーション資料を記録して、会議の
議事録（会議コンテンツ）を作成する情報作成装置（以下、「クリエータ（Creator）」
という）１がＬＡＮによって結ばれている。クリエータ１には動画入力装置としてのビデ
オカメラ５ａと、音声入力装置としてのマイク５ｂが接続されている。この動画・音声入
力装置５はこの例ではクリエータ１に直接接続され、そしてクライアントＰＣ２からの指
示に従ってその動作モードが制御できるように構成されている。
【００１３】
メインコミュニケータ３ａおよびクリエータ１のそれぞれは、これら相互間の通信および
インターネットなどのネットワークを介して遠隔地間に設置された会議室同士での会議を
遂行できるようにするため、この例ではクリエータ１とコミュニケータ３のそれぞれは同
一セグメントのグローバルＩＰアドレスを保有する。グローバルＩＰアドレスのセグメン
トは異なっても差し支えない。なお、サブコミュニケータ３ｂ，３ｃはプライベートＩＰ
アドレスを保有する。
電子会議システムにはさらに情報保存装置としてのサーバ６がＬＡＮ経由で接続され、こ
のサーバ６で会議コンテンツなどを一括して保存、管理できるようにしている。
【００１４】
クライアントＰＣ２には電子会議用アプリケーションソフトウエアがインストールされて
いる。そして１つの会議システムの中では、最大１６台まで使用することが可能である。
複数のクライアントＰＣ２を使用するとき、それぞれには固有のプライベートＩＰアドレ
スが設定される。
複数台のクライアントＰＣ２を使用する場合、その会議室内での閉ざされた環境を作り、
外部から不特定第三者が会議に参加したり、会議内容を閲覧できないように秘匿性のある
会議システムを構築するため、共通のパスワードが設定される。
このパスワードは最初の会議参加者が自由に設定することができ、残りの会議参加者はそ
のパスワードを入力することでこの会議システムに参加することができる。
【００１５】
会議参加者うちの１人がプレゼンテーション資料をクライアントＰＣ２からコミュニケー
タ３に無線ＬＡＮカード２ａ経由で転送しプロジェクタ４で表示して、プレゼンテーショ
ンする権利を獲得する。クライアントＰＣ２のファンクションキーを操作するだけで、プ
レゼンテーションする権利を放棄し、別の会議参加者にプレゼンテーションする権利を委
譲することができるので、会議参加者の全てがプレゼンターとしての資格を保有している
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。
会議参加者のうちの１人がクライアントＰＣ２を用いてクリエータ１に対する記録、再生
等の動作モードを制御することができるように構成されている。つまり、この１人が会議
の議事録用の資料作りを行う権利を獲得することになる。
また、このネットワーク電子会議システム１００には、会議の議事録（会議コンテンツ）
を作成する情報作成装置で生成されたコンテンツを編集するための情報加工装置を含めて
いる。この情報加工装置は、クライアントＰＣ２およびクリエータ１により構成される。
【００１６】
次に、ネットワーク電子会議システム１００の各構成部分について説明する。１つの会議
室の中には１台のプロジェクタ４が設置され、したがって１台のコミュニケータ３によっ
て電子会議システムが構築されるのが、最もシンプルな基本構成である。しかし、場合に
よっては複数台のプロジェクタ４を使用して会議を進行させた方が会議を効率的に運用で
きる場合がある。複数のプロジェクタ４によって異なるプレゼンテーション資料を同時に
表示してそれらを使用しながら説明を行う場合が多々考えられるからである。
【００１７】
このような場合には、基本的にはプロジェクタ４の設置台数に応じてコミュニケータ３が
配される。図１は３台のプロジェクタ４を使用した場合の構成例である。このように複数
台のコミュニケータ３を使用する場合には、そのうちの１台をメインコミュニケータ（Ma
in Communicator）３ａとして使用し、残り２台はサブコミュニケータ（Sub Communicato
r）３ｂ，３ｃとして使用する。
この場合、クライアントＰＣ２から送られてきたプレゼンテーション資料などはメインコ
ミュニケータ３ａが管理し、それぞれのサブコミュニケータ３ｂ、３ｃを介して対応する
プロジェクタ４ｂ、４ｃで表示するような制御体系となっている。そのため、サブコミュ
ニケータ３ｂ、３ｃはプライベートＩＰアドレスを保有する。複数のコミュニケータ３ａ
、３ｂ、３ｃをそれぞれ独立させて制御することも可能である。
【００１８】
メインコミュニケータ３ａはまた、クライアントＰＣ２から転送されたプレゼンテーショ
ン資料そのものと、そのプレゼンテーション資料のページを切り替えたときの情報(ペー
ジを切り替えた時間やページ情報など)をＬＡＮを介してクリエータ１に送ったり、クラ
イアントＰＣ２からの指示にしたがって、クリエータ１に記録されている情報を受信して
クライアントＰＣ２に配布するなどの機能を有する。
【００１９】
図２はコミュニケータ３の構成を示している。図２に示すように、コミュニケータ３は、
クライアントＰＣ２からのプレゼンテーション資料の送受信を行うためのネットワークア
ダプタ３０ａを始めとして、処理プログラムを格納した記憶装置３０ｂ、ワーキング用の
メモリ（Work用RAM）３０ｃ、CPU３０ｄ、およびプレゼンテーション資料をＲ、Ｇ、Ｂ信
号で出力するためのディスプレイアダプタ３０ｅとから構成されている。
【００２０】
ネットワークアダプター３０ａとしては、この例では上述した無線ＬＡＮカード２ａが使
用される。記憶装置３０ｂにはコミュニケータ３を動作させるための基本ソフトウエア（
電子会議用アプリケーションソフトウエア）やプレゼンテーション資料を処理する処理プ
ログラムが格納されている。
Work用RAM３０ｃは、受信したプレゼンテーション資料を一時的に蓄積したり、その資料
を加工処理したりするために使用される。プレゼンテーション資料はCPU３０ｄの介在の
下で、Ｒ、Ｇ、Ｂ信号に変換してからディスプレイアダプタ３０ｅに供給される。プロジ
ェクタ４はコミュニケータ３とＲＧＢケーブルで接続されている。
【００２１】
図３はクリエータ１の構成を示している。このクリエータ１は、プログラムを処理するCP
U１ａと、送受信した情報（動画や静止画などの情報）を処理するためのWork用メモリ（
例えばハードディスク）１ｂと、プレゼンテーション資料を始めとして動画・音声等の情
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報およびそれらを処理するための制御プログラムを記憶する記憶装置１ｃと、コミュニケ
ータ３と接続するためのネットワークアダプタ１ｄとで構成される。クリエータ１は、さ
らに動画・音声入力装置５から動画および音声情報を受信したり、これを制御したりする
ための動画・音声入力端子（Ｉ／Ｏインタフェース）１ｅを備えている。
【００２２】
このクリエータ１は、上述したようにコミュニケータ３で表示されているプレゼンテーシ
ョン資料に関する情報を記録する他、電子会議に出席した出席者の情報（ＩＰアドレスや
顔写真などの情報）などコミュニケータ３から転送される情報、さらには動画・音声情報
などを記録する。そして、記録終了と共に会議の議事録とも言える会議コンテンツを自動
的に生成する機能を有する。会議コンテンツの自動作成処理については後述する。
クリエータ１および動画・音声入力装置５に対する制御は、上述したように複数のクライ
アントＰＣ２が存在する場合、その内の１台のクライアントＰＣ２によって制御される。
つまり書記役のクライアントＰＣ（以下、「記録者用クライアントＰＣ」という）２によ
って管理されることになる。
【００２３】
書記役のクライアントＰＣとなるためには、クリエータ１に対する操作画面として使用さ
れるコントロール（CONTROL）画面を開ければよい。図４は記録者用クライアントＰＣの
表示画面に表示されるGUI画面５０の一例を示す図である。この表示画面は横方向に分割
された大凡３つの表示画面から構成され、その中央部にはクライアントＰＣ側の基本画面
５０ａが表示され、その右側には会議に参加している参加者に関する情報を表示した参加
者画面５０ｂが表示され、基本画面５０ａの左側にはクリエータ１をコントロールするコ
ントロール画面５０ｃが表示される。そして画面最下部には横長のメモ画面５０ｄが表示
される。
【００２４】
　基本画面５０ａの上部側には、電子会議システムに接続されている機器のアイコンが表
示される。図ではクリエータ１のアイコン丸付き数字「１」、コミュニケータ３のアイコ
ン丸付き数字「２」などが表示されている。また図では符号は付されていないが、動画・
音声入力装置５用のアイコンも表示されている。
　基本画面５０ａの下部側はファイルのリスト欄として使用され、ここにはプレゼンター
として機能するクライアントＰＣ２に蓄積されているファイル名丸付き数字「３」が表示
されている。
【００２５】
参加者画面５０ｂには、参加者の顔写真、参加者が所有しているクライアントＰＣ２のプ
ライベートＩＰアドレスなどが表示される。
【００２６】
　コントロール画面５０ｃは、その最上部が映像表示部となされ、ここにビデオカメラ５
ａで撮像された映像が動画として表示される。その中央部は帯状の表示エリアであって、
ファンクションキーを含む複数のソフトキー操作部であり、その最下部が題名などの入力
部となされている。ソフトキー操作部には、RECキー丸付き数字「４」、STOPキー丸付き
数字「５」、PAUSEキー丸付き数字「６」の他に、記録中重要な映像個所にマークをつけ
るためのMARKキー丸付き数字「７」、メモ画面を開くためのMEMOキー丸付き数字「８」お
よびプロジェクタ４に表示されている静止画情報（プレゼンテーション資料）を保存する
ためのCAPTUREキー丸付き数字「９」などが表示されている。
　クライアントＰＣ２からコミュニケータ３にログオンすると、その表示画面上には基本
画面５０ａのみが表示される。ファイルリスト丸付き数字「３」中のファイルをコミュニ
ケータ３のアイコンにDrug＆Dropすることで、そのファイルデータ（プレゼンテーション
資料）がコミュニケータ３に転送され、プロジェクタ４に表示されてプレゼンテーション
することができる。ただし、これはプレゼンターの資格を得たクライアントＰＣ２側で操
作した場合である。
【００２７】
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　基本画面５０ａのAttendeeボタンを押すと、図４のようにその右側に参加者画面５０ｂ
が表示される。
　そして、クリエータアイコンを右クリックすると、図５に示すようなメニュー画面が表
示され、そのメニュー画面の中から「コントロール」を選択すると、図４に示すコントロ
ール画面５０ｃが表示される。コントロール画面の中からMEMOキー丸付き数字「８」を操
作すると、図４の画面位置にメモ画面５０ｄが表示され、ここに文章などを入力できる。
メモ画面５０ｄは４～６行分のスペースがとられている。
【００２８】
図５に示すメニュー画面より「コンテンツマネージャー」を選択すると、クリエータ１に
保存されているリストメニュー（クリエータ・コンテンツ・マネージャー画面）が表示さ
れる。
【００２９】
　図６はこの画面の表示例を示す。この画面には、クリエータ１内に保存されているコン
テンツリスト丸付き数字「１」が表示される他、選択されたコンテンツリストに対する動
作モード選択用のソフトキーが表示される。実施の形態では、選択されたコンテンツを再
生するReviewキー丸付き数字「２」、選択されたコンテンツをクライアントＰＣ２に転送
するクライアント転送キー（Download to My Computerキー）丸付き数字「３」、選択さ
れたコンテンツをサーバに転送するサーバ転送キー（Upload to Serverキー）丸付き数字
「４」、選択されたコンテンツの詳細情報を見るための詳細キー（Show Contents Inform
ationキー）丸付き数字「５」、選択されたコンテンツを消去するためのDeleteキー丸付
き数字「６」などが表示されている。
【００３０】
上述したネットワーク電子会議システム１００、特に図１に示すシステムの態様は１つの
会議室内だけでネットワークを構築した場合の電子会議システムであるが、これ以外でも
ネットワーク電子会議システムを構築できる。
図７に示すネットワーク電子会議システム２００は、複数例えば二つの会議室を利用して
プレゼンテーションを行いながら会議を進行する場合に適用されるシステムである。
【００３１】
この場合の会議室ＡもＢもシステム構築は同一な場合が多いが、そうでない場合もある。
図７はその実施の形態を示す。会議室Ａ内のシステムには、クリエータ１、クライアント
ＰＣ２，コミュニケータ３、コミュニケータ３に接続されたプロジェクタ４および動画・
音声入力装置５が備えられている。プロジェクタは３台である。したがってコミュニケー
タ３も３台設置されている。通信手段は無線LANカード２ａが使用される。
会議室Ｂのシステムも同様に構成されているが、この実施の形態では１台のプロジェクタ
４のみが装備されているので、コミュニケータ３は１台設置されている。また会議室Ｂで
はアクセスポイント２ｂを介してクライアントＰＣ２とコミュニケータ３などの間で通信
を行うようにした場合である。
【００３２】
二つの会議室Ａ，Ｂの間はLANで接続されている。会議室Ｂ側のクライアントＰＣ２を使
用して、アクセスポイント２ｂ経由で会議室Ａでのプレゼンテーションに参加することが
可能である。
この場合、例えば会議室Ａのプレゼンターがプレゼンテーション資料を会議室Ａ内のコミ
ュニケータ３に転送してメインコミュニケータ用のプロジェクタ４でその資料を表示した
場合には、会議室Ｂのコミュニケータ３にも同じプレゼンテーション資料が転送され、そ
のプロジェクタ４に転送された資料が表示される。そして、マウスなどで表示画面上のポ
インタを動かしたときには、会議室Ｂ側でもそれと同じ位置にポインタが表示されるよう
に相互の表示が制御される。つまり会議室ＡとＢとはミラー表示構成となっている。
会議室Ｂから資料を会議室Ａ側に転送する場合も同じである。ただし、会議室Ｂにはプロ
ジェクタが１台しか設置されていないので、このような場合には会議室Ａのサブコミュニ
ケータは使用されない。
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【００３３】
図８に示す実施の形態は、遠隔２地点の各会議室の間でプレゼンテーションを行う場合の
ネットワーク電子会議システム３００に適用した場合である。
このシステム３００は、会議室ＡとＢがＬＡＮで結ばれ、会議室Ａ，Ｂと遠隔地点の会議
室Ｃとはネットワークによってその通信回線が接続されている場合を示す。会議室Ａ、Ｂ
、Ｃのそれぞれには図１あるいは図７で説明したシステムがそれぞれ構築されているもの
とする。したがって個々の構成についての詳細は割愛する。クリエータ１およびサーバ６
は共通に１台設置してあれば十分である。この場合も、会議室Ａ、Ｂ、Ｃのコミュニケー
タ３の間の通信で各会議室のプロジェクタ４でプレゼンテーション資料のミラー表示が実
現されているので、会議参加者は同時に同様の表示資料を見ながら会議に参加できる。ま
た、遠隔地間であってもマウスの動きに応じて、同じ表示画面にポインタを同期して表示
することが可能である。
【００３４】
次に、上述したネットワーク電子会議システムの１００の動作を図９を参照して説明する
。
まず、ステップＳ１で、会議参加者のクライアントＰＣ２を用いて電子会議用アプリケー
ションソフトウエアを起動し、コミュニケータ（若しくはメインコミュニケータ）３にロ
グオンする。
この場合、最初の会議参加者がパスワードを設定し、それ以降の参加者はそのパスワード
を入力することでその会議に参加することができることは既に説明した。パスワードは予
めその電子会議システムに決められた固有の値ではないので、パスワードを忘れたり、間
違って電子会議システムを起動できないような不都合な問題をなくすことができる。
【００３５】
　ステップＳ２で、会議参加者がクリエータ１の操作画面であるコントロール（CONTROL
）画面５０ｃを開くと、そのクライアントだけが記録者クライアントＰＣとなる（図４参
照）。
　クライアントＰＣ２のGUI画面上で、クリエータ１のアイコン丸付き数字「１」（図４
参照）を右クリックし、表示されたメニューから「コントロール」を選択すると、コント
ロール画面５０ｃが表示される（図４参照）。
【００３６】
　ステップＳ３で、コントロール画面のRECキー丸付き数字「４」(図４）を押すと、動画
・音声入力装置５が起動されて会議の映像記録を開始する。
　また、コントロール画面５０ｃでMEMOキー丸付き数字「８」（図４）を押すと、図４の
ようなメモ画面５０ｄが開きテキストの入力が可能になる。SENDキーを押すと、入力した
テキストがクリエータ１内に取り込まれる。
【００３７】
　ステップＳ４で、クライアントＰＣ２のファイルリスト丸付き数字「３」からプレゼン
テーション資料を表示したいプロジェクタ４のアイコン丸付き数字「２」にドラッグ＆ド
ロップすると、プロジェクタ４の画面上にファイルリストで選択されたプレゼンテーショ
ン資料が表示される。これと同時にこのプレゼンテーション資料およびページ切り替え情
報などがクリエータ１内のハードディスクに保存される。
【００３８】
　ステップＳ５で、記録を終了する時は、コントロール画面でSTOPキー丸付き数字「５」
を押す。その際、記録者側クライアントＰＣ２には図１０に示すような保存確認画面が表
示される。保存処理以外はその内容が消去される。保存操作を行うと、ステップＳ６で会
議コンテンツが自動的に生成される。つまり、このステップＳ６では、コミュニケータ３
からの静止画情報と動画・音声入力装置５からの動画・音声情報を基に会議コンテンツが
生成される。この会議コンテンツはインターネットのようなネットワークを介して参照で
きるようにするため、ファイルデータはHTML変換される。
【００３９】



(10) JP 4288879 B2 2009.7.1

10

20

30

40

50

ステップＳ７で、会議コンテンツの生成が完了すると、クリエータ・コンテンツ・マネー
ジャー画面が表示され、クリエータ１内に保存されている会議コンテンツを確認すること
ができる(図６参照)。
【００４０】
ステップＳ８で、このクリエータ・コンテンツ・マネージャー画面から見たい会議コンテ
ンツを選択することで、その内容を再生できる。内容が確認されたコンテンツはサーバ（
Server）６に転送することで保存される（ステップＳ９）。
また、ステップＳ８で、会議コンテンツを再生し、その内容を編集したいときには、ステ
ップＳ１０で、クリエータ・コンテンツ・マネージャー画面を操作することで、その会議
コンテンツをクライアントＰＣ２側に転送して、既知の編集ソフトで編集することができ
る。編集後のサーバコンテンツはサーバ６に転送して保存される（ステップＳ９）。
記録者であるクライアントＰＣ２からはサーバ６上の会議コンテンツを再生することがで
きる（ステップＳ１１）。図１１は、コンテンツ再生画面の一例である。
【００４１】
コンテンツ再生画面６０は、図示するように会議の模様を映像記録した動画再生部６０ａ
が左上部に位置し、そしてその会議で使用した静止画情報であるプレゼンテーション資料
の静止画再生部６０ｂがその右半分に位置するように分割表示され、これらが同一表示画
面上で同時に表示できるような画面構成となっている。
そのため、プレゼンテーション資料用の静止画再生部６０ｂは、１つの会議室に設置され
るプロジェクタ４の最大数によってその表示パターンが相違する。実施の形態では３台ま
でプロジェクタが接続できる構成であり、最大三枚のプレゼンテーション資料が表示され
る場合があるので、静止画再生部６０ｂの再生画面構成は最大４分割できる表示パターン
となっている。
【００４２】
　この表示パターンはテンプレート化されており、プロジェクタの使用台数に応じてテン
プレート化された表示パターン（テンプレート１～３）が選択される。図１１はテンプレ
ート３の表示パターンの場合であり、プロジェクタが３台使用されたときの表示例である
。静止画Ｐ１はプロジェクタ４ａで表示された資料丸付き数字「５」であり、同様に静止
画Ｐ２、Ｐ３はプロジェクタ４ｂ、４ｃを用いて表示された資料丸付き数字「５」である
。コンテンツ再生時には時間経過に合わせてこの静止画再生部６０ｂに表示される資料丸
付き数字「５」が自動的に切り替わる。テンプレート１および２の表示パターンの詳細は
後述する。
【００４３】
　動画再生部６０ａには、上述した映像が表示される他に、その映像表示部の真下にはVi
ew切り替え部丸付き数字「１」が表示される。そしてその下側の表示部丸付き数字「２」
は２段に分かれ、プロジェクタで表示したプレゼンテーション資料が最大６枚までサムネ
イル表示される。複数台のプロジェクタを使用しているときは選択された１台のプロジェ
クタに表示された資料がサムネイル表示される。
　任意のサムネイルを選択すると、上に表示された動画もこれに同期して、そのサムネイ
ルが表示された時間までシフトし、その時間からノーマル再生される。
【００４４】
　このサムネイル表示丸付き数字「２」に代えて上述したマーク表示丸付き数字「４」に
切り替えることができる。サムネイル表示とマーク表示の切り替えはView切り替え部丸付
き数字「１」で選択する。
会議中にコントロール画面５０ｃのMARKキー丸付き数字「７」を押した順に、編集処理時
に付された題名(題名が無い場合は「Untitled」になる)と時間が表示される。そしてマー
ク表示欄丸付き数字「４」の題名をマウスでクリックすると、上に表示された動画もこれ
に同期してその時間までシフトして、ノーマル再生となる。これによって常に動画と静止
画（プレゼンテーション資料）との同期が取られて表示されることになる。
再生時には時間経過に合わせて表示がそれぞれ切り替わる。
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　上述した静止画再生部６０ｂの各表示画面の下側には、画面の拡大表示ボタン丸付き数
字「６」があり、これが選択されたときには表示されている静止画が、最大表示パターン
に切り替えて表示（オリジナルサイズ表示）される。
【００４５】
続いて、図１２および図１３のフローチャートを参照しながら、クリエータ１の記録時の
動作を説明する。
クライアントＰＣ２からの記録指示にしたがってクリエータ１は動画の記録を行うと共に
、コミュニケータ３から送られてくるプレゼンテーション情報を記録、保存する。プレゼ
ンテーション資料としては、静止画そのもの、資料作成ソフト（プレゼンテーションソフ
ト）例えば、power point（マイクロソフト社製プレゼンテーションソフト）を使用して
作成された資料、ＰＤＦ（Potable Document Format）形式で作成された文章表示ファイ
ル、ＧＩＦ（Graphic Interchange Format）形式で作成された画像データ、表計算ソフト
で作成されたファイルデータなど様々なデータなどを含むものとする。
【００４６】
図１２から説明する。まずクライアントＰＣ２のコントロール画面を利用してRECボタン
を押すと、動画の記録を開始する（ステップＳ２１）。
次に、ステップＳ２２で、コミュニケータ３からの情報を監視する。
次に、ステップＳ２３で、コミュニケータ３からの転送される静止画情報に対する属性情
報を判別し、その属性情報が静止画ファイルであるときは、静止画ファイルである旨の属
性情報を管理情報として管理リスト（再生管理リスト）に記述する（ステップＳ２０）。
【００４７】
　以下同様に、ステップＳ２４でメモに関する属性情報（テキストファイル）であると確
認したときには、その旨の情報を再生管理リストに記述し（ステップＳ２０）、またpowe
r pointで作成されたファイルに関する属性情報であるときにはその旨を示す情報を記述
する（ステップＳ２５，Ｓ２０）。
　入力した情報がこれら情報の何れでもないときには、その属性情報が表示の終了を示す
情報であるかを判別し、表示終了情報であるときには、同じく再生管理リストにその情報
を記述する（ステップＳ２６，Ｓ２０）。
【００４８】
　さて、図１２のステップＳ２３～Ｓ２６で属性情報の判別が終了し、続いて静止画情報
そのものの種別を判断するステップに遷移する。図１３を参照して説明する。
　まずステップＳ２７で転送された静止画情報が静止画ファイルであるときには対応する
フォルダーに保存する（ステップＳ２８）。
　電子会議システムの中でプロジェクタ４が３台使用されていたときには、プロジェクタ
４ａで使用された資料（静止画ファイル）はＰ１フォルダーへ、プロジェクタ４ｂで使用
された資料（静止画ファイル）であるときはＰ２フォルダーへ、そしてプロジェクタ４ｃ
で使用された資料（静止画ファイル）はＰ３フォルダーにそれぞれコピーされる。
【００４９】
図１４は、上述した記録されたデータのデイレクトリ構造を示している。図に示すように
、動画・音声、メモおよび静止画は別々のフォルダに記録される。
このようにプレゼンテーションに使用されたプロジェクタに応じて保存すべきフォルダー
を特定することで、会議コンテンツを再生するときに目的の表示テンプレートを使用して
コンテンツ再生画面上に同時に複数のプレゼンテーション資料を再生表示することができ
るようになる。
【００５０】
　次に、ステップＳ２９でメモファイルであると判断されたときには、このメモファイル
をメモフォルダーに保存する（ステップＳ３０）。転送された静止画情報がPowerPointフ
ァイルであるときには、ステップＳ３２でこのPowerPointファイルを画像圧縮する。圧縮
形式としてはインターネットなどのネットワークで多用されている例えばJPEG形式を利用
できる。JPEGファイルに変換した新しいファイルに対してはユニークな名前を付けた上で
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イメージフォルダーに保存する（ステップＳ３３）。ステップＳ３２で圧縮処理待ちのと
きには、待ち行列に一時的に保存しておくことになる。
　以上のような属性情報の監視と、静止画情報の種別を判別しながら特定のフォルダーに
保存する処理を、コミュニケータ３から情報が入力するタイミングで繰り返される（ステ
ップＳ２２）。
【００５１】
さて、図１２で説明したコミュニケータ３から送られてくる属性情報としては、
A)PowerPointの表示ページ（表示の開始時間、ページ替えしたときのページ情報、プロジ
ェクタ番号など）
B)JPEGファイルのファイル名（表示の開始時間、プロジェクタ番号を含む）
C)GIFファイルのファイル名（表示の開始時間、プロジェクタ番号を含む）
D)全ての表示終了。
などが考えられる。これに基づいて、再生管理リスト（データベース）が作成される。
【００５２】
図１５に再生管理リストの一例を示す。ここに、表示開始時間は、静止画、メモの表示開
始時間や動画の頭からの相対時間である。
機能コードは、11 = 静止画表示場所（プロジェクタ４ａ～４ｃに対応した場所P1～P3）
に静止画を表示。
12 = メモ画面にメモを表示。
13 = 静止画表示部（P1～P3）の静止画表示を消す。
14 = メモ表示を消す。
を表している。ファイル名は、表示するファイルの名前である。Power PointファイルをJ
PEGに変換すると、例えば以下のフォーマットで名前が付けられる。
変換した時間_ページ番号.jpg（変換した時間＝YYYYMMDDhhmmss）
【００５３】
続いて、以上のようにして記録された動画・音声情報と静止画情報は記録終了と共にその
会議の議事録として使用される会議コンテンツに自動的に再編される。この会議コンテン
ツはWeb　Viewerで検索、視聴可能なコンテンツとして生成される。図１６および図１７
を参照しながら説明する。
【００５４】
　図１６はコンテンツ生成時のフローチャートである。クリエータ１側の記録を終了させ
るときは、コントロール画面でSTOPキー丸付き数字「５」を押す。記録終了と同時にコン
テンツ生成処理がスタートし、まずPower Pointファイルがあるときには、このファイル
のJPEGファイル変換終了を確認する（ステップＳ４０）。
ファイル変換の終了を待って、ステップＳ４１でイメージフォルダーから必要なJPEGデー
タのみ対応するＰ１フォルダ～Ｐ３フォルダーにコピーする。同じプロジェクタを使用し
ているときはJPEG変換ファイルも同じフォルダーにコピーするためである。
【００５５】
ステップＳ４２で再生管理リストをJPEGのファイル名に書き換えて拡張子を揃えておく。
次のステップＳ４３で会議コンテンツとして保存するかどうかを確認する（図１０参照）
。
ステップＳ４３で保存しない旨の指示があったときには、ステップＳ５０でファイルデー
タ全体を除去するかを確認し、そうであるときにはステップＳ５１で記録したデータを全
て削除し、コンテンツ生成処理を中止する。
これに対してファイルを保存する処理が選択されたときには、ステップＳ４４で保存され
たデータのうち、動画・音声入力装置５から送られてきた情報が音声のみか、動画と音声
を共有するかを確認する（ステップＳ４４）。これは音声のみと、動画と音声を共有する
場合では以後の処理が相違するからである。
【００５６】
動画と音声を共有している場合から説明すると、この場合にはステップＳ４５でプレゼン
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テーションに使用したプロジェクタの台数をチェックする。複数台でない、即ちプロジェ
クタを１台使用した場合には、コンテンツ表示用のテンプレートテンプレート１を選択す
る（ステップＳ４５ａ）。
プロジェクタを２台使用したときには表示用テンプレート２を選択し（ステップＳ４６，
Ｓ４６ａ）、３台のときには表示用テンプレート３を選択する（ステップＳ４６，Ｓ４６
ｃ）。
【００５７】
ここで、表示用テンプレートとしてテンプレート１を選択したときの静止画再生部での表
示サイズは、図１８にその一例を示すように最も大きな表示サイズとなる。これに対して
テンプレート２を選択したときは、２台のプロジェクタからの静止画情報を同時に画面に
表示する関係で、図１９に示すように上下２段に亘って表示される。したがって表示サイ
ズは少し小さくなる。そして３台使用したときには図１１に示すような表示パターンとな
る。この表示サイズが最も小さい。これは画面のアスペクト比を４：３としたときの表示
例である。因みに、この実施の形態では最少表示サイズは、３２０×２４０ピクセル表示
である。
【００５８】
次に図１７のステップＳ４７に示すように、選択したテンプレートに合わせてHTMLファイ
ルを作成されるが、その前に音声のみの処理も行われる。音声のみの場合には、動画再生
部に会議の映像ではなく、音声のみを示すシンボルマークが表示されるだけで、使用する
プロジェクタの台数に応じたテンプレートが選択される。したがってステップＳ５５、Ｓ
５５ａ、Ｓ５６，Ｓ５６ａ、Ｓ５６ｂで選択されるテンプレートの態様は動画・音声共有
の場合と同じであるので、その詳細説明は割愛する。ここに、テンプレート４はテンプレ
ート１に対応し、テンプレート５，テンプレート６はそれぞれテンプレート２，テンプレ
ート３に対応する。因みに、３台のプロジェクタを使用したときの会議コンテンツの再生
画面の一例を図２０に示す。
このようにして表示用テンプレートが決まった動画・音声若しくは音声のみのデータは上
述したステップＳ４７でそのテンプレートにあった状態でHTMLファイルに変換される。
【００５９】
その後ステップＳ４８で、データ全て、つまり、動画・音声データを含めて、再生管理リ
ストのJPEGデータ、静止画ファイルデータ（JPEGデータ）、power pointファイルのJPEG
データ、テキストデータの全てがコンテンツ保存場所にコピーされる。その後クリエータ
１のwork用メモリ１ｂに確保しておいたワークエリアを削除して会議用コンテンツの自動
作成処理が終了する（ステップＳ４９）。
【００６０】
次に、会議コンテンツの再生動作を図２１および図２２のフローチャートを参照して説明
する。
メニューを選択して図６に示したクリエータ・コンテンツ・マネージャー画面を開く。そ
して見たい会議コンテンツを指示してReviewキー▲２▼を押すと、Ｗｅｂブラウザ（例え
ばInternet Explorer）が開き、HTMLファイルにしたがってフレーム単位でファイルの中
味が表示される（ステップＳ６０）。
ステップＳ６１で、データが音声のみの場合、ステップＳ６２で動画表示位置に音声のみ
を示すシンボルマークを表示する（図２０参照）。そして音声を再生する（ステップＳ６
４）。動画がある場合には、ステップＳ６３で動画表示位置に動画を再生する。
【００６１】
　その後、ステップＳ６５で再生時間を監視し、動画または音声の再生が最後ではないと
きには（ステップＳ６６）、図２２に示すようにその再生時間に一致する静止画情報（HT
ML形式にファイルデータ）が存在するかどうかを確認する（ステップＳ６８）。
　動画などの再生時間に一致するファイルデータがある場合で、それが静止画ファイルで
あるときには、該当する時間の静止画ファイルを指定された表示エリアに表示する（ステ
ップＳ６９，Ｓ７０）。そのファイルデータがテキストファイル（メモ情報）であるとき



(14) JP 4288879 B2 2009.7.1

10

20

30

40

50

には、該当する時間にメモの表示エリアに表示する（ステップＳ７１，Ｓ７２）。
【００６２】
また、画像の表示だけでなく、その消去も監視する。再生管理リストに静止画やメモを消
す情報が存在するときには、その時間の到来を監視し、その時間に至ったときには、静止
画であればその表示場所での表示を消す（ステップＳ７３，Ｓ７４）。またメモであれば
その表示場所での表示を消す処理を行う（ステップＳ７５，Ｓ７６）。
このような表示管理処理および消去管理処理を動画若しくは音声の再生が終了するまで行
い（ステップＳ６６）、終了と共に会議コンテンツ再生処理モードが終了する。
【００６３】
上述したようにネットワーク会議が進行する様子を記録し、かつネットワーク上で視聴で
きるコンテンツを生成し、再生することが可能となったが、このコンテンツ中に不必要な
内容があるとき、それを削除したい場合、また、それ以外の内容、例えば静止画等を添加
したい場合がある。このとき、このコンテンツを編集する必要がある。
【００６４】
　図２３は、本発明のコンテンツ編集ソフトウエアの編集画面７０を示している。図２３
に示すように、画面の左上の部分には選択されたコンテンツのタイトル等基本情報が表示
されている。画面の右上の部分は静止画表示領域丸付き数字「５」である。中部は動画表
示領域丸付き数字「３」である。また、画面の下部は、記録された動画、静止画およびメ
モを時間軸に沿ってそれぞれ並べている編集領域丸付き数字「６」である。
【００６５】
　図中の丸付き数字「１」は、時間軸である。画面に表示する時間軸の単位を１、２、５
，１０，１５、３０，６０の各分に変更でき、その単位内に入らない部分はスクロールバ
ーにて検索して表示させることができる。
　図中の丸付き数字「２」は、カレントタイムラインであり、現行の時間を示す。このタ
イムラインを元に、静止画の挿入、動画の再生、静止画の表示が行われる。また、タイム
ラインで動画の位置、静止画の表示タイミングを確認しながら、カットイン点、カットア
ウト点をビジブルに指定して、動画と静止画のカット＆マージを行う。
　図中の丸付き数字「３」は、カレントタイムに対する動画を表示する動画表示領域であ
る。
　図中の丸付き数字「４」は、表示対象静止画のサムネイルである。
　図中の丸付き数字「５」は、静止画表示領域であり、カレントタイムに対する静止画が
表示される。
【００６６】
　編集領域丸付き数字「６」では、時間軸に沿って、動画または音声の情報を表す表示帯
、静止画を表す表示帯およびメモを表す表示帯を並べている。静止画の表示帯はその静止
画の表示時間に対応した帯部分が他の部分と異なる状態となっており、この帯部分に対応
する静止画のサムネイル丸付き数字「４」が表示されている。また、メモの表示帯はその
メモの表示時間に対応した帯部分が他の部分と異なる状態となっており、この帯部分に対
応するメモのアイコンが表示されている。また、この静止画またはメモの帯部分の右端を
つまんで動かすことにより、帯部分の長さ変更でき、表示時間の変更が可能である。
【００６７】
　以下、図２４に参照しながら、コンテンツの一括カット編集について説明する。図２４
は、コンテンツの一括カット編集のフローチャートである。
　クリエータ１で生成されたコンテンツを一括カットによって編集処理する場合、まず、
ステップＳ１０１で、編集ソフトウエアを起動する。次に、ステップＳ１０２で、編集し
ようとするコンテンツを選択する。選択されたコンテンツがステップＳ１０３で編集ソフ
トウエアの編集画面に表示される（図２３参照）。
【００６８】
　次に、ステップＳ１０４で、タイムラインを移動しながら、タイムラインで動画の位置
、静止画の表示タイミングを確認し、カットしようとする個所を選択する。
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　次に、ステップＳ１０５で、タイムラインを基に、カットイン点を指定する。（図２５
参照）
　次に、ステップＳ１０６で、タイムラインをカット範囲の終端に移動する。
　次に、ステップＳ１０７で、タイムラインを基に、カットアウト点を指定する。（図２
５参照）
　次に、ステップＳ１０８で、指定された時間の間（図２５のＡの範囲）の動画、静止画
およびメモを一括カットする。
　次に、ステップＳ１０９で、カット後、コンテンツの表示タイミングがずれないように
、コンテンツ内容を自動的に統合する。
　次に、ステップＳ１１０で、統合後のコンテンツを保存して、編集を終了する。
　これによって、記録された不必要な内容が削除される。
【００６９】
　以下、コンテンツの静止画挿入編集について説明する。図２６は、静止画挿入のフロー
チャートである。
　クリエータ１で生成されたコンテンツに静止画を挿入する場合、まず、ステップＳ１２
１で、編集ソフトウエアを起動する。次に、ステップＳ１２２で、編集しようとするコン
テンツを選択する。選択されたコンテンツがステップＳ１２３で編集ソフトウエアの編集
画面に表示される（図２３参照）。
【００７０】
　次に、ステップＳ１２４で、タイムラインを移動しながら、タイムラインで動画の位置
、静止画の表示タイミングを確認し、挿入しようとする個所を選択する。
　次に、ステップＳ１２５で、静止画を挿入したい時間にカレントタイムライン（図２７
の丸付き数字「１」参照）を合わせ、挿入点を指定する。
　次に、ステップＳ１２６で、タイムライン上でマウスの右ボタンをクリックし、サブウ
インドウを表示する（図２７参照）。表示されるサブウインドウのFile　importを選ぶ。
　次に、ステップＳ１２７で、挿入したいファイルを選択すると（図２７の丸付き数字「
２」参照）、選択されたファイルが指定された位置に挿入される。挿入後の状態は、図２
８に示している。
【００７１】
　次に、ステップＳ１２８で、挿入後、コンテンツの表示タイミングがずれないように、
上述した再生管理リストのようにデータの統合管理を自動的に行う。
　次に、ステップＳ１２９で、統合後のコンテンツを保存して、編集を終了する。
　これによって、指定したタイミングに挿入したい静止画が挿入される。
　なお、静止画を削除する場合は、タイムラインを移動しながら、削除した静止画を選択
して、マウスの右ボタンのクリックで静止画の削除を行うことができる。
【００７２】
以下、ネットワーク電子会議システムの１００による作成されたコンテンツを表示する際
に、予め登録された複数のテンプレートを自動的に選定する処理方法について詳細に説明
する。
【００７３】
図１に示すように、ネットワーク電子会議システムの１００は、コミュニケータ３および
プロジェクタ４がそれぞれ３台ある場合であり、予め所定の３種のテンプレートが用意さ
れている。例えば、会議中プロジェクタを１台使った場合、図１８に示すようなテンプレ
ート１を適用する。２台使った場合、図１９に示すようなテンプレートを適用する。また
、３台使った場合、図２０に示すようなテンプレートを適用する。なお、図２０は、動画
なし音声のみの場合（テンプレート６）の表示画面であり、静止画再生部はテンプレート
３と共通である。
【００７４】
　また、記録を開始する際に、会議ごとにディレクトリを作成し、この下にimage、Memo
、Ｐ１、Ｐ２、Ｐ３のサブディレクトリを生成し、メインコミュニケータ３ａのプロジェ
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クタにて表示したデータはＰ１の中に、サブコミュニケータ３ｂのプロジェクタに表示し
たデータはＰ２の中に、サブコミュニケータ３ｃのプロジェクタに表示したデータはＰ３
の中にデータを格納する（図１４参照）。
　会議の記録を終了し、保存確認でＯＫを押した時点で、記録された情報データに基づい
てコンテンツ生成を開始する。例えば、図１６のステップＳ４４で動画、音声共有と判断
された場合、動画、音声共有のデータに対して、テンプレートの選択処理を開始する。
【００７５】
　図２９は、テンプレート選択のフローチャートである。
　まず、ステップＳ１４０で、使用したプロジェクタの台数をチェックする。複数でない
場合）、即ち１台の場合、ステップＳ１４１で、データのサブディレクトリを確認する。
Ｐ１にデータが保存されている場合、ステップＳ１４２で、テンプレート１を選択する。
Ｐ１にデータが保存されていない場合、ステップＳ１４３で、Ｐ２にデータが保存されて
いるか確認する。Ｐ２にデータが保存されている場合、ステップＳ１４４で、Ｐ２のデー
タをＰ１に繰り上げてから、ステップＳ１４２で、テンプレート１を選択する。また、ス
テップＳ１４３で、Ｐ２にデータが保存されていない場合、ステップＳ１４５で、Ｐ３の
データをＰ１に繰り上げてから、ステップＳ１４２テンプレート１を選択する。
【００７６】
　また、ステップＳ１４０で、使用したプロジェクタの台数のチェック結果は複数である
場合、次のステップＳ１５０で、プロジェクタの台数が２台か、或いは３台かの判定を行
う。２台の場合、ステップＳ１５１で、データのサブディレクトリを確認する。Ｐ１、Ｐ
２にデータが保存されている場合、ステップＳ１５２で、テンプレート２を選択する。ス
テップＳ１５１で、Ｐ１、Ｐ２のどれかにデータが保存されていない場合、ステップＳ１
５３で、Ｐ１、Ｐ３にデータが保存されているか確認する。Ｐ１、Ｐ３にデータが保存さ
れている場合、ステップＳ１５４で、Ｐ３のデータをＰ２に繰り上げてから、ステップＳ
１５２で、テンプレート２を選択する。また、ステップＳ１５３で、Ｐ１、Ｐ３にデータ
が保存されていない場合、ステップＳ１５５で、Ｐ２のデータをＰ１に、Ｐ３のデータを
Ｐ２に繰り上げてから、ステップＳ１５２で、テンプレート２を選択する。
　また、ステップＳ１５０で、プロジェクタの台数の判定結果が３台であり、即ちＰ１、
Ｐ２、Ｐ３にデータがあった場合、ステップＳ１５６で、テンプレート３を選択する。
【００７７】
　なお、上述した編集ソフトウエアにより挿入および削除処理した場合もこのように処理
することができる。
　例えば、サブディレクトリＰ１、Ｐ２およびＰ３にはデータが保存されており、削除処
理により編集を行った後、Ｐ２、Ｐ３のデータが削除され、Ｐ１だけデータが存在する場
合、図３０に示すように、編集前はＰ１、Ｐ２およびＰ３に対応した静止画表示帯に静止
画の情報があり、編集によってＰ２およびＰ３に対応した静止画表示帯に静止画の情報が
削除されるため、編集後は編集内容にあわせて自動的にプロジェクタを１台使った場合の
テンプレートを選択し再生する。
【００７８】
　このように本実施の形態においては、ネットワーク電子会議システム１００は、クリエ
ータ１と、クライアントＰＣ２と、コミュニケータ３と、コミュニケータ３とクライアン
トＰＣ２とを接続する無線LANカード２ａと、プロジェクタ４と、ビデオカメラ５ａと、
マイク５ｂと、サーバ６とから構成されている。
【００７９】
この発明においては、ビデオカメラ５ａとマイク５ｂおよびコミュニケータ３介してクラ
イアントＰＣ２から動画、音声およびこれに同期する静止画等複数の情報がクリエータ１
に転送されて所定の時間軸に合わせて記録される。そして、この記録された複数の情報に
基づいてクリエータ１ではコンテンツが作成される。このように、所定の時間軸に合わせ
て記録された複数の情報に基づいてコンテンツが生成されるものであり、複数の情報を同
期して表示するための時間を気にすることなく編集などを行うことができ、コンテンツの
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生成を効率よく行うことが可能となる。
【００８０】
　また、編集画面７０には動画または音声およびこれに同期する静止画、メモの情報がそ
れぞれ時間軸に沿った表示帯にサムネイル等を使用して時系列にビジブルに表示されてい
るので、複数の情報の前後関係を容易に把握でき、カット等の編集が容易となる。
　また、クリエータ１では、プロジェクタ４の数、即ち静止画情報の系列数に応じてテン
プレートが選定され、そのテンプレートを使用してコンテンツが生成されるので、従来の
ように、ホームページオーサリングソフトにて手作業でコンテンツのオーサリングを行う
ものに比べて、間違いなくコンテンツの生成を行うことができ、作業効率も向上したもの
となる。
　上述実施の形態においては、この発明をネットワーク会議システムに適用したものであ
るが、これに限定されるものではない。例えば、ネットワーク教育システム、ネットワー
クゲームシステム等にもこの発明を同様に適用できる。
【００８１】
【発明の効果】
　この発明によれば、所定の時間軸に合わせて記録された複数の情報に基づいてコンテン
ツを作成するものであり、複数の情報を同期して表示するための時間を気にすることなく
編集などを行うことができ、コンテンツの生成を効率よく行うことができる。
　また、編集画面には複数の情報がそれぞれ時間軸に沿った表示帯にサムネイルなどを使
用して時系列にビジブルに表示されているので、複数の情報の前後関係を容易に把握でき
、カット等の編集が容易となる。
　また、複数の情報に応じたテンプレートが選定され、そのテンプレートを使用してコン
テンツが生成されるので、従来のように、ホームページオーサリングソフトにて手作業で
コンテンツのオーサリングを行うものに比べて、間違いなくコンテンツの生成を行うこと
ができ、作業効率も向上したものとなる。
【図面の簡単な説明】
【図１】ネットワーク電子会議システムの構成を示す図である。
【図２】情報処理支援装置として機能するコミュニケータの構成を示す図である。
【図３】情報作成装置として機能するクリエータの構成を示す図である。
【図４】情報処理装置として機能するクライアントＰＣの表示画面を示す図である。
【図５】クリエータのメニューが表示される状態を示す図である。
【図６】コンテンツマネージャ画面を示す図である。
【図７】ネットワーク電子会議システムの他の例を示す図である。
【図８】ネットワーク電子会議システムの他の例を示す図である。
【図９】システム動作のフローチャートである。
【図１０】コンテンツ保存確認画面を示す図である。
【図１１】コンテンツ再生画面を示す図である。
【図１２】クリエータの記録動作のフローチャート（その１）である。
【図１３】クリエータの記録動作のフローチャート（その２）である。
【図１４】データのディレクトリ構造を示す図である。
【図１５】再生管理リストの例を示す図である。
【図１６】クリエータのコンテンツ生成動作のフローチャート（その１）である。
【図１７】クリエータのコンテンツ生成動作のフローチャート（その２）である。
【図１８】プロジェクタを１台利用した場合のテンプレートを示す図である。
【図１９】プロジェクタを２台利用した場合のテンプレートを示す図である。
【図２０】プロジェクタを３台利用した場合のテンプレートを示す図である。
【図２１】クリエータのコンテンツ再生動作のフローチャート（その１）である。
【図２２】クリエータのコンテンツ再生動作のフローチャート（その２）である。
【図２３】コンテンツ編集画面を示す図である。
【図２４】コンテンツの一括カット編集のフローチャートである。
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【図２５】コンテンツの一括カット編集を示す図である。
【図２６】コンテンツのデータ挿入編集のフローチャートである。
【図２７】コンテンツのデータ挿入編集（挿入前）を示す図である。
【図２８】コンテンツのデータ挿入編集（挿入後）を示す図である。
【図２９】テンプレート選択のフローチャートである。
【図３０】編集後テンプレート自動変更を示す図である。
【符号の説明】
１・・・クリエータ、１ａ，３０ｄ・・・ＣＰＵ、１ｂ・・・ＨＤＤ、１ｄ，３０ａ・・
・ネットワークアダプタ、１ｅ・・・映像・音声入力端子、２・・・クライアントＰＣ、
２ａ・・・無線ＬＡＮカード，２ｂ・・・アクセスポイント、３・・・コミュニケータ、
３ａ・・・メインコミュニケータ、３ｂ，３ｃ・・・サブコミュニケータ、４，４ａ，４
ｂ，４ｃ・・・プロジェクタ、５・・・動画・音声入力装置、５ａ・・・ビデオカメラ、
５ｂ・・・マイク、６・・・サーバ、３０ｃ・・・Work用RAM、３０ｅ・・・ディスプレ
イアダプタ、５０・・・ＧＵＩ画面、５０ａ・・・基本画面、５０ｂ・・・参加者画面、
５０ｃ・・・コントロール画面、５０ｄ・・・メモ画面、６０・・・コンテンツ再生画面
、６０ａ・・・動画再生部、６０ｂ・・・静止画再生部、７０・・・編集画面、１００，
２００，３００・・・ネットワーク電子会議システム

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】

【図１３】 【図１４】
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【図１５】 【図１６】

【図１７】 【図１８】
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【図１９】 【図２０】

【図２１】 【図２２】
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【図２３】 【図２４】

【図２５】 【図２６】
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【図２７】 【図２８】

【図２９】 【図３０】
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