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(57)【要約】
【課題】容易に編集可能で、背景画像、描画データ、音
声からなる映像コンテンツを制作及び生成する。
【解決手段】映像コンテンツ制作端末５０は、入力を受
け付けた背景画像データ、描画データ、音声データを、
それぞれ再生されるタイミング情報とともに独立のファ
イルに保存する。映像コンテンツ制作端末５０と通信可
能に接続された映像コンテンツ生成装置１０は、背景画
像データ、描画データ、音声データを、それぞれ再生さ
れるタイミング情報とともに映像コンテンツ制作端末５
０から受信し、個別のデータをそれぞれのタイミングに
おいて出力することで、一の映像コンテンツとして再生
する。
【選択図】図１



(2) JP 2015-80006 A 2015.4.23

10

20

30

40

50

【特許請求の範囲】
【請求項１】
　一以上の映像コンテンツ制作端末と通信可能に接続され、映像コンテンツを生成する映
像コンテンツ生成装置であって、
　背景画像データを、当該背景画像データが表示されるタイミング情報とともに、前記映
像コンテンツ制作端末から受信する背景画像データ受信手段と、
　前記背景画像上に重ねて表示される描画データを、当該描画データが表示されるタイミ
ング情報とともに、前記映像コンテンツ制作端末から受信する描画データ受信手段と、
　音声データを、当該音声データが再生されるタイミング情報とともに、前記映像コンテ
ンツ制作端末から受信する音声データ受信手段と、
　前記背景画像データ、前記描画データ、前記音声データの個別のデータを、それぞれ前
記関連付けられたタイミングにおいて出力することで、一の映像コンテンツとして再生す
る映像コンテンツ再生手段と、
　を備えることを特徴とする映像コンテンツ生成装置。
【請求項２】
　映像コンテンツを生成する映像コンテンツ生成装置と通信可能に接続された映像コンテ
ンツを制作する映像コンテンツ制作端末であって、
　背景画像データを、当該背景画像データが表示される再生開始時点からのタイミング情
報とともに、入力を受け付ける背景画像データ入力受付手段と、
　前記背景画像上に重ねて表示される描画データを、当該描画データが表示される再生開
始時点からのタイミング情報とともに、入力を受け付ける描画データ入力受付手段と、
　音声データを、当該音声データが再生される再生開始時点からのタイミング情報ととも
に、入力を受け付ける音声データ入力受付手段と、
　受信した前記背景画像データと、前記描画データと、前記音声データとを、ともに受信
した再生開始時点からのタイミングとそれぞれ関連付けて、独立に記憶させる映像コンテ
ンツ素材記憶手段と、
　独立に記憶された前記背景画像データと、前記描画データと、前記音声データとを、当
該データが再生される再生開始時点からのタイミング情報とともに、前記映像コンテンツ
生成装置に送信する映像コンテンツ素材送信手段と、
　を備えることを特徴とする映像コンテンツ制作端末。
【請求項３】
　入力を受け付けた前記背景画像データ、前記描画データ、又は前記音声データについて
、既に記憶された当該データがある時には、入力を受け付けた種類のデータのみ編集を行
う映像コンテンツ素材編集手段と、
　を備えることを特徴とする請求項２に記載の映像コンテンツ制作端末。
【請求項４】
　一以上の映像コンテンツ制作端末と通信可能に接続され、映像コンテンツを生成する映
像コンテンツ生成装置が実行するコンテンツ生成方法であって、
　背景画像データを、当該背景画像データが表示されるタイミング情報とともに、前記映
像コンテンツ制作端末から受信するステップと、
　前記背景画像上に重ねて表示される描画データを、当該描画データが表示されるタイミ
ング情報とともに、前記映像コンテンツ制作端末から受信するステップと、
　音声データを、当該音声データが再生されるタイミング情報とともに、前記映像コンテ
ンツ制作端末から受信する音声データステップと、
　前記背景画像データ、前記描画データ、前記音声データの個別のデータを、それぞれ前
記関連付けられたタイミングにおいて出力することで、一の映像コンテンツとして再生す
るステップと、
　を備えることを特徴とする映像コンテンツ生成方法。
【請求項５】
　一以上の映像コンテンツ制作端末と通信可能に接続され、映像コンテンツを生成する映



(3) JP 2015-80006 A 2015.4.23

10

20

30

40

50

像コンテンツ生成装置に、
　背景画像データを、当該背景画像データが表示されるタイミング情報とともに、前記映
像コンテンツ制作端末から受信するステップ、
　前記背景画像上に重ねて表示される描画データを、当該描画データが表示されるタイミ
ング情報とともに、前記映像コンテンツ制作端末から受信するステップ、
　音声データを、当該音声データが再生されるタイミング情報とともに、前記映像コンテ
ンツ制作端末から受信する音声データステップ、
　前記背景画像データ、前記描画データ、前記音声データの個別のデータを、それぞれ前
記関連付けられたタイミングにおいて出力することで、一の映像コンテンツとして再生す
るステップ、
　を実行させることを特徴とする映像コンテンツ生成装置用プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、受講者が視聴する映像コンテンツ生成装置、映像コンテンツ制作端末、映像
コンテンツ生成方法、及び映像コンテンツ生成装置用プログラムに関する。
【０００２】
　近年、インターネットの発展に伴い、電子教材を用いた教育サービスであるｅ-Ｌｅａ
ｒｎｉｎｇが提供され始めている。書籍では提供できないような動画やインタラクティブ
性が高いリッチコンテンツを提供できることが、インターネットを介したｅ-Ｌｅａｒｎ
ｉｎｇの強みの一つとなっている。
【０００３】
　一例として、動画や解説音声を教材と組み合わせる事で、正しい発音を学習者に提供で
きたり、記述すると長過ぎるような細かい説明を容易に行ったりすることができる。さら
に、教材に対する説明の書き込みについても、動画の場合には、書き込みを行う順番や、
解説音声と組み合わせる事でより高度な説明が可能となっている。
【０００４】
　例えば、描画、描画と一体の音声を完成した状態で記憶し、一括して送受信し、描画と
音声入力の過程を入力時と同じ態様で再現可能とする「蓄積ライティング通信装置」が開
示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開平０７-０４６３５２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　特許文献１においては、一定時間毎に描画及び音声入力の有無を検査し、描画若しくは
音声が入力されない時間を記憶、これをデータの再現に使用する手法が開示されており、
それによって、通信費の節約、通信に際しての時間的制限の解消、教育効果の向上、資料
の整理性の向上等が図れる。
【０００７】
　しかしながら特許文献１に記載された手法は、単に描画データと音声データの組み合わ
せを少ないデータ量で表すことが出来るに過ぎず、通信速度が十分に発達した今日では、
コンテンツ制作自体の効率化に大きな需要がある。
【０００８】
　そこで本発明の発明者は、映像コンテンツを単一の動画ファイルとして捉えるのではな
く、音声や画像といった素材が、再生タイミングとともに記録されたファイルの集合だと
みなす事で、専門的な知識やソフトウェアを用いず、容易に部分的な編集ができる映像を
制作できることに着目した。
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【０００９】
　本発明は、これらの課題に鑑み、背景画像データと、背景画像上に重ねて表示される描
画データと、音声データとを、データが再生されるタイミング情報とともに独立に記憶さ
せることで、容易に編集が可能であるとともに、一の映像コンテンツとして再生可能な映
像コンテンツ生成装置、映像コンテンツ制作端末、映像コンテンツ生成方法、及び映像コ
ンテンツ生成装置用プログラムを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明では、以下のような解決手段を提供する。
【００１１】
　第１の特徴に係る発明は、一以上の映像コンテンツ制作端末と通信可能に接続され、映
像コンテンツを生成する映像コンテンツ生成装置であって、
　背景画像データを、当該背景画像データが表示されるタイミング情報とともに、前記映
像コンテンツ制作端末から受信する背景画像データ受信手段と、
　前記背景画像上に重ねて表示される描画データを、当該描画データが表示されるタイミ
ング情報とともに、前記映像コンテンツ制作端末から受信する描画データ受信手段と、
　音声データを、当該音声データが再生されるタイミング情報とともに、前記映像コンテ
ンツ制作端末から受信する音声データ受信手段と、
　前記背景画像データ、前記描画データ、前記音声データの個別のデータを、それぞれ前
記関連付けられたタイミングにおいて出力することで、一の映像コンテンツとして再生す
る映像コンテンツ再生手段と、
　を備えることを特徴とする映像コンテンツ生成装置を提供する。
【００１２】
　第１の特徴に係る発明によれば、一以上の映像コンテンツ制作端末と通信可能に接続さ
れ、映像コンテンツを生成する映像コンテンツ生成装置は、背景画像データを、当該背景
画像データが表示されるタイミング情報とともに、前記映像コンテンツ制作端末から受信
し、前記背景画像上に重ねて表示される描画データを、当該描画データが表示されるタイ
ミング情報とともに、前記映像コンテンツ制作端末から受信し、音声データを、当該音声
データが再生されるタイミング情報とともに、前記映像コンテンツ制作端末から受信し、
前記背景画像データ、前記描画データ、前記音声データの個別のデータを、それぞれ前記
関連付けられたタイミングにおいて出力することで、一の映像コンテンツとして再生する
。
【００１３】
　第１の特徴に係る発明は、電子教材分析サーバのカテゴリであるが、電子教材分析方法
、及び電子教材分析サーバ用プログラムであっても、カテゴリに応じた同様の作用、効果
を奏する。
【００１４】
　第２の特徴に係る発明は、映像コンテンツを生成する映像コンテンツ生成装置と通信可
能に接続された映像コンテンツを制作する映像コンテンツ制作端末であって、
　背景画像データを、当該背景画像データが表示される再生開始時点からのタイミング情
報とともに、入力を受け付ける背景画像データ入力受付手段と、
　前記背景画像上に重ねて表示される描画データを、当該描画データが表示される再生開
始時点からのタイミング情報とともに、入力を受け付ける描画データ入力受付手段と、
　音声データを、当該音声データが再生される再生開始時点からのタイミング情報ととも
に、入力を受け付ける音声データ入力受付手段と、
　受信した前記背景画像データと、前記描画データと、前記音声データとを、ともに受信
した再生開始時点からのタイミングとそれぞれ関連付けて、独立に記憶させる映像コンテ
ンツ素材記憶手段と、
　独立に記憶された前記背景画像データと、前記描画データと、前記音声データとを、当
該データが再生される再生開始時点からのタイミング情報とともに、前記映像コンテンツ
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生成装置に送信する映像コンテンツ素材送信手段と、
　を備えることを特徴とする映像コンテンツ制作端末を提供する。
【００１５】
　第２の特徴に係る発明によれば、映像コンテンツを生成する映像コンテンツ生成装置と
通信可能に接続された映像コンテンツを制作する映像コンテンツ制作端末は、背景画像デ
ータを、当該背景画像データが表示される再生開始時点からのタイミング情報とともに、
入力を受け付け、前記背景画像上に重ねて表示される描画データを、当該描画データが表
示される再生開始時点からのタイミング情報とともに、入力を受け付け、音声データを、
当該音声データが再生される再生開始時点からのタイミング情報とともに、入力を受け付
け、受信した前記背景画像データと、前記描画データと、前記音声データとを、ともに受
信した再生開始時点からのタイミングとそれぞれ関連付けて、独立に記憶させ、独立に記
憶された前記背景画像データと、前記描画データと、前記音声データとを、当該データが
再生される再生開始時点からのタイミング情報とともに、前記映像コンテンツ生成装置に
送信する。
【００１６】
　第３の特徴に係る発明は、入力を受け付けた前記背景画像データ、前記描画データ、又
は前記音声データについて、既に記憶された当該データがある時には、入力を受け付けた
種類のデータのみ編集を行う映像コンテンツ素材編集手段と、
　を備えることを特徴とする第２の特徴に係る発明である映像コンテンツ制作端末を提供
する。
【００１７】
　第３の特徴に係る発明によれば、第２の特徴に係る発明である映像コンテンツ制作端末
は、入力を受け付けた前記背景画像データ、前記描画データ、又は前記音声データについ
て、既に記憶された当該データがある時には、入力を受け付けた種類のデータのみ編集を
行う。
【００１８】
　第４の特徴に係る発明は、一以上の映像コンテンツ制作端末と通信可能に接続され、映
像コンテンツを生成する映像コンテンツ生成装置が実行するコンテンツ生成方法であって
、
　背景画像データを、当該背景画像データが表示されるタイミング情報とともに、前記映
像コンテンツ制作端末から受信するステップと、
　前記背景画像上に重ねて表示される描画データを、当該描画データが表示されるタイミ
ング情報とともに、前記映像コンテンツ制作端末から受信するステップと、
　音声データを、当該音声データが再生されるタイミング情報とともに、前記映像コンテ
ンツ制作端末から受信する音声データステップと、
　前記背景画像データ、前記描画データ、前記音声データの個別のデータを、それぞれ前
記関連付けられたタイミングにおいて出力することで、一の映像コンテンツとして再生す
るステップと、
　を備えることを特徴とする映像コンテンツ生成方法を提供する。
【００１９】
　第５の特徴に係る発明は、一以上の映像コンテンツ制作端末と通信可能に接続され、映
像コンテンツを生成する映像コンテンツ生成装置に、
　背景画像データを、当該背景画像データが表示されるタイミング情報とともに、前記映
像コンテンツ制作端末から受信するステップ、
　前記背景画像上に重ねて表示される描画データを、当該描画データが表示されるタイミ
ング情報とともに、前記映像コンテンツ制作端末から受信するステップ、
　音声データを、当該音声データが再生されるタイミング情報とともに、前記映像コンテ
ンツ制作端末から受信する音声データステップ、
　前記背景画像データ、前記描画データ、前記音声データの個別のデータを、それぞれ前
記関連付けられたタイミングにおいて出力することで、一の映像コンテンツとして再生す
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るステップ、
　を実行させることを特徴とする映像コンテンツ生成装置用プログラムを提供する。
【発明の効果】
【００２０】
　本発明によれば、背景画像データと、背景画像上に重ねて表示される描画データと、音
声データとを、データが再生されるタイミング情報とともに独立に記憶させることで、容
易に編集が可能であるとともに、一の映像コンテンツとして再生可能な映像コンテンツ生
成装置、映像コンテンツ制作端末、映像コンテンツ生成方法、及び映像コンテンツ生成装
置用プログラムを提供することが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００２１】
【図１】図１は、本発明の好適な実施形態である映像コンテンツ生成システム１の概要図
である。
【図２】図２は、映像コンテンツ生成システム１の全体構成図である。
【図３】図３は、映像コンテンツ生成装置１０、映像コンテンツ制作端末５０の機能ブロ
ックと各機能の関係を示す図である。
【図４】図４は、映像コンテンツ生成装置１０が実行する映像コンテンツ制作編集処理の
フローチャート図である。
【図５】図５は、映像コンテンツ生成装置１０、映像コンテンツ制作端末５０が実行する
映像コンテンツ生成処理のフローチャート図である。
【図６】図６は、描画データを再生したときの軌跡を図示したものである。
【図７】図７は、編集された描画データを再生したときの軌跡を図示したものである。
【発明を実施するための形態】
【００２２】
　以下、本発明を実施するための最良の形態について図を参照しながら説明する。なお、
これはあくまでも一例であって、本発明の技術的範囲はこれに限られるものではない。
【００２３】
　［映像コンテンツ生成システム１の概要］
　図１は、本発明の好適な実施形態である映像コンテンツ生成システム１の概要を説明す
るための図である。この図１に基づいて、映像コンテンツ生成システム１の概要を説明す
る。
【００２４】
　初めに、映像コンテンツ制作端末５０は、映像コンテンツの制作者であるユーザから、
背景画像データ、描画データ、音声データの入力を、再生タイミングとともに受け付ける
（ステップＳ０１）。以下では、この三種類のデータをまとめて映像コンテンツ素材デー
タと呼ぶ。
【００２５】
　ここで、描画データとは、背景画像データの上から重ねて描画する内容をデータとして
表したものである。例えば、背景画像データとして星空を示し、白線を描画し星座を囲む
といった使い方が挙げられる。そのとき、白線が、どこから書かれ、どこを通ってどこで
終わったかが描画データであり、それがいつ始まっていつどこを通り、いつ書き終わるか
を表したものが再生タイミングである。音声データの場合も同様である。
【００２６】
　ここで、ユーザは再生タイミングを明示的に入力するのではなく、リアルタイムでの入
力を行った際に、映像コンテンツ制作端末５０が計時したタイミングを再生タイミングと
してよい。
【００２７】
　通常のレコーディングソフトであれば、こうした描画や音声を取り込むと、再生可能な
一のファイルにエンコードすることで、容量を削減する。しかしその場合、特定部位の描
画や音声を編集する際、描画と背景画像を分離する事すら困難である。
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【００２８】
　そこで、映像コンテンツ制作端末５０は、入力を受け付けた映像コンテンツ素材データ
を、再生タイミングとともに独立で記憶させる（ステップＳ０２）。こうすることで、後
から一部の描画データや、音声データのみを変更したいときには、特定の再生タイミング
におけるデータを一旦削除し、新たなデータで上書きするだけで編集を行うことが可能で
ある。
【００２９】
　その後、映像コンテンツの視聴者が利用する映像コンテンツ生成装置１０からの要求を
受け、映像コンテンツ制作端末５０は記憶した映像コンテンツ素材データを読み出し（ス
テップＳ０３）、映像コンテンツ生成装置１０に送信する（ステップＳ０４）。
【００３０】
　映像コンテンツ素材データを受信した映像コンテンツ生成装置１０は、それぞれの映像
コンテンツ素材データを、再生するタイミングに応じて再生することにより、全体として
一の映像コンテンツを生成し、ユーザの視聴に供することが可能である。
【００３１】
　以上が、映像コンテンツ生成システム１の概要である。
【００３２】
　［映像コンテンツ生成システムのシステム構成］
　図２は、映像コンテンツ生成システム１の全体構成図である。映像コンテンツ生成シス
テム１において、映像コンテンツ生成装置１０と映像コンテンツ制作端末５０は、公衆回
線網３を介して通信可能に接続されている。このとき、中継の機能を持った映像コンテン
ツ提供サーバが間に入って、映像コンテンツ制作端末５０がアップロードした映像コンテ
ンツ素材データを、映像コンテンツ生成装置１０の要求に応じて送信してもよい。
【００３３】
　映像コンテンツ生成装置１０、及び映像コンテンツ制作端末５０は、それぞれ後述の機
能を備える一般の端末であってよい。
【００３４】
　ここで、映像コンテンツ制作端末５０の各機能が、ウェブを介したサーバから提供され
、映像コンテンツ制作端末５０は、入出力を行うクライアント端末の役割を果たしていて
もよい。
【００３５】
　［各機能の説明］
　図３は、映像コンテンツ生成装置１０、映像コンテンツ制作端末５０の機能ブロックと
各機能の関係を示す図である。
【００３６】
　映像コンテンツ生成装置１０は、制御部１１として、ＣＰＵ（Ｃｅｎｔｒａｌ　Ｐｒｏ
ｃｅｓｓｉｎｇ　Ｕｎｉｔ），ＲＡＭ（Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｍｅｍｏｒｙ），
ＲＯＭ（Ｒｅａｄ　Ｏｎｌｙ　Ｍｅｍｏｒｙ）等を備え、通信部１２として、例えば、Ｉ
ＥＥＥ８０２．１１に準拠したＷｉＦｉ（Ｗｉｒｅｌｅｓｓ　Ｆｉｄｅｌｉｔｙ対応デバ
イス又は、第３世代移動通信システム等のＩＭＴ－２０００規格に準拠した無線デバイス
等と、ＧＰＳデバイスを備える。また、映像コンテンツ生成装置１０は入出力部１３とし
て、制御部で制御したデータや画像、音声を出力表示する出力部を備え、かつ、ユーザか
らの入力を受付けるタッチパネルやキーボード、マウス、マイク等の入力部を備える。
【００３７】
　映像コンテンツ生成装置１０において、制御部１１が所定のプログラムを読み込むこと
で、通信部１２と協働して、背景画像データ受信モジュール１４、描画データ受信モジュ
ール１５、音声データ受信モジュール１６を実現する。また、映像コンテンツ生成装置１
０において、制御部１１が所定のプログラムを読み込むことで、入出力部１３と協働して
、映像コンテンツ再生モジュール１７を実現する。
【００３８】
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　映像コンテンツ制作端末５０は、同様に、制御部５１として、ＣＰＵ，ＲＡＭ，ＲＯＭ
等を備え、通信部５２として、例えば、ＩＥＥＥ８０２．１１に準拠したＷｉＦｉ対応デ
バイスとを備える（有線であってもよい）。また、映像コンテンツ制作端末５０は、記憶
部５３として、ハードディスクや半導体メモリによる、データのストレージ部を備える。
また、映像コンテンツ制作端末５０は入出力部５４として、制御部で制御したデータや画
像、音声を出力表示する出力部を備え、かつ、ユーザからの入力を受付けるタッチパネル
やキーボード、マウス、マイク等の入力部を備える。
【００３９】
　映像コンテンツ制作端末５０において、制御部５１が所定のプログラムを読み込むこと
で、通信部５２と協働して、映像コンテンツ素材送信モジュール５５を実現する。また、
映像コンテンツ制作端末５０において、制御部１１が所定のプログラムを読み込むことで
、記憶部５３と協働して、映像コンテンツ素材記憶モジュール５６、映像コンテンツ素材
編集モジュール５７を実現する。また、映像コンテンツ制作端末５０において、制御部１
１が所定のプログラムを読み込むことで、入出力部５４と協働して、背景画像データ入力
受付モジュール５８、描画データ入力受付モジュール５９、音声データ入力受付モジュー
ル６０を実現する。
【００４０】
　［映像コンテンツ制作編集処理］
　図４は、映像コンテンツ制作端末５０が実行する映像コンテンツ制作編集処理のフロー
チャートである。上述した各装置のモジュールが行う処理について、本処理にて併せて説
明する。
【００４１】
　初めに、映像コンテンツ制作端末５０の背景画像データ入力受付モジュール５８、描画
データ入力受付モジュール５９、音声データ入力受付モジュール６０は、映像コンテンツ
素材データの入力を待ち受ける（ステップＳ１１）。その後、入力を受け付けると（ステ
ップＳ１２）、映像コンテンツ素材記憶モジュール５６は、受け付けた映像コンテンツ素
材データのファイルが既に存在しているかの判断を行う（ステップＳ１３）。
【００４２】
　ファイルが存在していなかった場合（ステップＳ１３：「ＮＯ」の場合）には、新規に
ファイルを作成し、そこに受け付けた入力の内容を記憶させる（ステップＳ１４）。一方
、既にファイルが存在していた場合（ステップＳ１３：「ＹＥＳ」の場合）には、映像コ
ンテンツ素材編集モジュール５７がそのファイルをオープンし、ファイルの編集を行う（
ステップＳ１５）。
【００４３】
　図６は、描画データを再生したときの軌跡を図示したものである。図６及び後述の図７
において、ｔは再生開始からの秒数を表す。Ｘ軸７１は右方向が正であり、Ｙ軸７２は下
方向が正である。再生時には、ｔ＝１における開始位置７３から、矢印７４の方向に、終
端７５まで一定の速度で線が引かれる。灰色部７６は再生時に補完される。なお、補完の
有無には座標や入力間隔の閾値が設けられてよい。
【００４４】
　図７は、編集された描画データを再生したときの軌跡を図示したものである。図６と同
様であるが、ｔ＝３における点９１と、ｔ＝４における点９２が変化したため、描かれる
図形が異なっている。このようにして、画像編集を行うことなく、数値の変更のみで、描
画データの変更が可能である。
【００４５】
　なお、同じタイミングに複数の描画データがあるときは、それぞれに固有のＩＤが振ら
れ補完されることで、同時に複数の図形を書き込める。編集時、その描画データが追加で
あるのか上書きであるのかは、ユーザによって示されてよい。
【００４６】
　加えて、これらの編集は素材データごとに独立に行われるので、描画データの編集が、
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直接他のデータに影響を与えることはない。もちろん、同時に入力した描画データと音声
データを、同時にそれぞれ上書きすることは可能である。
【００４７】
　入力を処理した後は、コンテンツ制作が完了したか否かを判断する（ステップＳ１６）
。コンテンツ制作の完了は、ユーザの入力等によって、編集ウィンドウが閉じられたり、
制作完了のボタンが押されたりすることによってなされる。コンテンツ制作が完了した場
合（ステップＳ１６：「ＹＥＳ」の場合）は、映像コンテンツ制作編集処理を終了する。
一方、未だ完了していない場合（ステップＳ１６：「ＮＯ」の場合）は、ステップＳ１２
からステップＳ１５までの処理を繰り返す。
【００４８】
　以上が、映像コンテンツ制作編集処理の手順である。
【００４９】
　［映像コンテンツ生成処理］
　図５は、映像コンテンツ生成装置１０と、映像コンテンツ制作端末５０が実行する映像
コンテンツ生成処理のフローチャートである。上述した各装置のモジュールが行う処理に
ついて、本処理にて併せて説明する。
【００５０】
　初めに、映像コンテンツ生成装置１０の背景画像データ受信モジュール１４、描画デー
タ受信モジュール１５、音声データ受信モジュール１６は、映像コンテンツ制作端末５０
に、映像コンテンツ素材データの要求を送信する（ステップＳ２１）。ここで、要求の送
信は、映像コンテンツ制作端末５０に替えて、映像コンテンツ制作端末５０が制作を行っ
た後に映像コンテンツ素材データを記憶させているサーバに対して送信してもよい。また
、この要求はプロトコルを問わず、例えばアーカイブファイル等に対するｈｔｔｐリクエ
ストであってよい。
【００５１】
　映像コンテンツ制作端末５０の映像コンテンツ素材送信モジュール５５は要求を受信し
（ステップＳ２２）、映像コンテンツ素材データ、すなわち背景画像データ、描画データ
、音声データを映像コンテンツ生成装置１０に対して送信する（ステップＳ２３）。映像
コンテンツ生成装置１０の背景画像データ受信モジュール１４、描画データ受信モジュー
ル１５、音声データ受信モジュール１６は、それぞれこれを受信する（ステップＳ２４）
。
【００５２】
　次に、映像コンテンツ生成装置１０の映像コンテンツ再生モジュール１７は、映像コン
テンツ素材データを読み込む（ステップＳ２５）。具体的には、映像コンテンツ素材デー
タを読み込んでメモリ上に展開したり、ファイルにアクセスしてその読み込み位置をファ
イルの先頭に設定したりしてよい。
【００５３】
　次に、映像コンテンツ生成装置１０の映像コンテンツ再生モジュール１７は、各映像コ
ンテンツ素材データの各ファイルを読み込み、再生すべきデータがあれば、それを再生す
る。図６の例で言えば、現在の再生開始からの秒数が４であれば、座標（３０，１０）か
ら座標（４０，１０）まで、１００番のペンで直線を引く。また、再生を開始したり、停
止したりすべき音声があれば、その処理を行う。
【００５４】
　次に、映像コンテンツ生成装置１０の映像コンテンツ再生モジュール１７は、再生から
の時間経過に応じて、ファイルの読み込みを進めるとともに、各ファイルの読み込みが末
尾に達していないかを判断する（ステップＳ２８）。ファイルが末尾に達し、これ以上再
生するデータが無い場合（ステップＳ２８：「ＹＥＳ」の場合）には、映像コンテンツの
生成処理を終了する。一方、まだ再生位置がファイルの途中である場合（ステップＳ２８
：「ＮＯ」の場合）には、ファイル末尾に達するまでステップＳ２６とステップＳ２７を
繰り返し実行する。
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　なお、ファイルの内容が再正開始からのタイミングでソートされていない場合は、現在
のタイミング以降に再生されるデータがないことを判断したり、再生時間を設定した設定
ファイルを読み込み、その時間が経過したことによって、再生を終了したりしてよい。以
上が、映像コンテンツ生成処理の手順である。
【００５６】
　上述した手段、機能は、コンピュータ（ＣＰＵ，情報処理装置，各種端末を含む）が、
所定のプログラムを読み込んで、実行することによって実現される。プログラムは、例え
ば、フレキシブルディスク、ＣＤ（ＣＤ－ＲＯＭなど）、ＤＶＤ（ＤＶＤ－ＲＯＭ、ＤＶ
Ｄ－ＲＡＭなど）等のコンピュータ読取可能な記録媒体に記録された形態で提供される。
この場合、コンピュータはその記録媒体からプログラムを読み取って内部記憶装置または
外部記憶装置に転送し記憶して実行する。また、そのプログラムを、例えば、磁気ディス
ク、光ディスク、光磁気ディスク等の記憶装置（記録媒体）に予め記録しておき、その記
憶装置から通信回線を介してコンピュータに提供するようにしてもよい。
【００５７】
　以上、本発明の実施形態について説明したが、本発明は上述したこれらの実施形態に限
るものではない。また、本発明の実施形態に記載された効果は、本発明から生じる最も好
適な効果を列挙したに過ぎず、本発明による効果は、本発明の実施形態に記載されたもの
に限定されるものではない。
【符号の説明】
【００５８】
　１　映像コンテンツ生成システム、３　公衆回線網、１０　映像コンテンツ生成装置、
５０　映像コンテンツ制作端末

【図１】

【図２】
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【図３】

【図４】
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【図５】

【図６】

【図７】

【手続補正書】
【提出日】平成26年11月6日(2014.11.6)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　映像コンテンツを生成する映像コンテンツ生成装置と通信可能に接続された映像コンテ
ンツを制作する映像コンテンツ制作端末であって、
　背景画像データを、当該背景画像データが表示される再生開始時点からのタイミング情
報とともに、入力を受け付ける背景画像データ入力受付手段と、
　前記背景画像上に重ねて表示され、当該背景画像上の位置情報を含む描画データを、当
該描画データが表示される再生開始時点からのタイミング情報とともに、入力を受け付け
る描画データ入力受付手段と、
　音声データを、当該音声データが再生される再生開始時点からのタイミング情報ととも
に、入力を受け付ける音声データ入力受付手段と、
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　受信した前記背景画像データと、前記描画データと、前記音声データとを、ともに受信
した再生開始時点からのタイミングとそれぞれ関連付けて、独立に記憶させる映像コンテ
ンツ素材記憶手段と、
　一のファイルにエンコーディングすることなく独立に記憶された前記背景画像データと
、前記描画データと、前記音声データとを、当該データが再生される再生開始時点からの
タイミング情報とともに、前記映像コンテンツ生成装置に送信する映像コンテンツ素材送
信手段と、
　入力を受け付けた前記背景画像データ、前記描画データ、又は前記音声データについて
、既に記憶された当該データがある時には、入力を受け付けた種類のデータのみ編集を行
う映像コンテンツ素材編集手段と、
　前記映像コンテンツ素材編集手段は、既に描画された描画データの一部を変更する際に
、既に描画された描画データのうち変更を所望する一部の描画の前記背景画像上の位置情
報を変更するのみで、変更を実行する、ことを特徴とする映像コンテンツ制作端末。
【請求項２】
　前記描画データ入力受付手段は、同じタイミングで複数の描画データがあった場合に、
各々の入力に対して固有のＩＤを付与し補完することを特徴とする請求項１に記載の映像
コンテンツ制作端末。
【請求項３】
　映像コンテンツを生成する映像コンテンツ生成装置と通信可能に接続された映像コンテ
ンツを制作する映像コンテンツ制作端末が実行するコンテンツ生成方法であって、
　背景画像データを、当該背景画像データが表示される再生開始時点からのタイミング情
報とともに、入力を受け付けるステップと、
　前記背景画像上に重ねて表示され、当該背景画像上の位置情報を含む描画データを、当
該描画データが表示される再生開始時点からのタイミング情報とともに、入力を受け付け
るステップと、
　音声データを、当該音声データが再生される再生開始時点からのタイミング情報ととも
に、入力を受け付けるステップと、
　受信した前記背景画像データと、前記描画データと、前記音声データとを、ともに受信
した再生開始時点からのタイミングとそれぞれ関連付けて、独立に記憶させるステップと
、
　一のファイルにエンコーディングすることなく独立に記憶された前記背景画像データと
、前記描画データと、前記音声データとを、当該データが再生される再生開始時点からの
タイミング情報とともに、前記映像コンテンツ生成装置に送信するステップと、
　入力を受け付けた前記背景画像データ、前記描画データ、又は前記音声データについて
、既に記憶された当該データがある時には、入力を受け付けた種類のデータのみ編集を行
うステップと、
　を備え、
　前記入力を受け付けた種類のデータのみ編集を行うステップは、既に描画された描画デ
ータの一部を変更する際に、既に描画された描画データのうち変更を所望する一部の描画
の前記背景画像上の位置情報を変更するのみで、変更を実行する、ことを特徴とする映像
コンテンツ生成方法。
【請求項４】
　映像コンテンツを生成する映像コンテンツ生成装置と通信可能に接続された映像コンテ
ンツを制作する映像コンテンツ制作端末に、
　背景画像データを、当該背景画像データが表示される再生開始時点からのタイミング情
報とともに、入力を受け付けるステップ、
　前記背景画像上に重ねて表示され、当該背景画像上の位置情報を含む描画データを、当
該描画データが表示される再生開始時点からのタイミング情報とともに、入力を受け付け
るステップ、
　音声データを、当該音声データが再生される再生開始時点からのタイミング情報ととも
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に、入力を受け付けるステップ、
　受信した前記背景画像データと、前記描画データと、前記音声データとを、ともに受信
した再生開始時点からのタイミングとそれぞれ関連付けて、独立に記憶させるステップ、
　一のファイルにエンコーディングすることなく独立に記憶された前記背景画像データと
、前記描画データと、前記音声データとを、当該データが再生される再生開始時点からの
タイミング情報とともに、前記映像コンテンツ生成装置に送信するステップ、
　入力を受け付けた前記背景画像データ、前記描画データ、又は前記音声データについて
、既に記憶された当該データがある時には、入力を受け付けた種類のデータのみ編集を行
うステップ、
　を実行させ、
　前記入力を受け付けた種類のデータのみ編集を行うステップは、既に描画された描画デ
ータの一部を変更する際に、既に描画された描画データのうち変更を所望する一部の描画
の前記背景画像上の位置情報を変更するのみで、変更を実行させる、ことを特徴とする映
像コンテンツ制作端末用プログラム。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００１】
　本発明は、受講者が視聴する映像コンテンツ制作端末、映像コンテンツ生成方法、及び
映像コンテンツ制作端末用プログラムに関する。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００９】
　本発明は、これらの課題に鑑み、背景画像データと、背景画像上に重ねて表示される描
画データと、音声データとを、データが再生されるタイミング情報とともに独立に記憶さ
せることで、容易に編集が可能であるとともに、一の映像コンテンツとして再生可能な映
像コンテンツ制作端末、映像コンテンツ生成方法、及び映像コンテンツ制作端末用プログ
ラムを提供することを目的とする。
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１１
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１２
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１３
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正８】
【補正対象書類名】明細書
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【補正対象項目名】００１４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１４】
　第１の特徴に係る発明は、映像コンテンツを生成する映像コンテンツ生成装置と通信可
能に接続された映像コンテンツを制作する映像コンテンツ制作端末であって、
　背景画像データを、当該背景画像データが表示される再生開始時点からのタイミング情
報とともに、入力を受け付ける背景画像データ入力受付手段と、
　前記背景画像上に重ねて表示され、当該背景画像上の位置情報を含む描画データを、当
該描画データが表示される再生開始時点からのタイミング情報とともに、入力を受け付け
る描画データ入力受付手段と、
　音声データを、当該音声データが再生される再生開始時点からのタイミング情報ととも
に、入力を受け付ける音声データ入力受付手段と、
　受信した前記背景画像データと、前記描画データと、前記音声データとを、ともに受信
した再生開始時点からのタイミングとそれぞれ関連付けて、独立に記憶させる映像コンテ
ンツ素材記憶手段と、
　一のファイルにエンコーディングすることなく独立に記憶された前記背景画像データと
、前記描画データと、前記音声データとを、当該データが再生される再生開始時点からの
タイミング情報とともに、前記映像コンテンツ生成装置に送信する映像コンテンツ素材送
信手段と、
　入力を受け付けた前記背景画像データ、前記描画データ、又は前記音声データについて
、既に記憶された当該データがある時には、入力を受け付けた種類のデータのみ編集を行
う映像コンテンツ素材編集手段と、
　前記映像コンテンツ素材編集手段は、既に描画された描画データの一部を変更する際に
、既に描画された描画データのうち変更を所望する一部の描画の前記背景画像上の位置情
報を変更するのみで、変更を実行する、ことを特徴とする映像コンテンツ制作端末を提供
する。
【手続補正９】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１５】
　第１の特徴に係る発明によれば、映像コンテンツを生成する映像コンテンツ生成装置と
通信可能に接続された映像コンテンツを制作する映像コンテンツ制作端末は、背景画像デ
ータを、当該背景画像データが表示される再生開始時点からのタイミング情報とともに、
入力を受け付け、前記背景画像上に重ねて表示され、当該背景画像上の位置情報を含む描
画データを、当該描画データが表示される再生開始時点からのタイミング情報とともに、
入力を受け付け、音声データを、当該音声データが再生される再生開始時点からのタイミ
ング情報とともに、入力を受け付け、受信した前記背景画像データと前記描画データと前
記音声データとを、ともに受信した再生開始時点からのタイミングとそれぞれ関連付けて
、独立に記憶させ、一のファイルにエンコーディングすることなく独立に記憶された前記
背景画像データと、前記描画データと、前記音声データとを、当該データが再生される再
生開始時点からのタイミング情報とともに、前記映像コンテンツ生成装置に送信し、入力
を受け付けた前記背景画像データ、前記描画データ、又は前記音声データについて、既に
記憶された当該データがある時には、入力を受け付けた種類のデータのみ編集を行い、既
に描画された描画データの一部を変更する際に、既に描画された描画データのうち変更を
所望する一部の描画の前記背景画像上の位置情報を変更するのみで、変更を実行する。
　第１の特徴に係る発明は、映像コンテンツ制作端末のカテゴリであるが、映像コンテン
ツ生成方法、及び映像コンテンツ制作端末用プログラムであっても、カテゴリに応じた同
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様の作用、効果を奏する。
【手続補正１０】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１６】
　第２の特徴に係る発明は、同じタイミングで複数の描画データがあった場合に、各々の
入力に対して固有のＩＤを付与し補完することを特徴とする第１の特徴に係る発明である
映像コンテンツ制作端末を提供する。
【手続補正１１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１７】
　第２の特徴に係る発明によれば、第１の特徴に係る発明である映像コンテンツ制作端末
は、同じタイミングで複数の描画データがあった場合に、各々の入力に対して固有のＩＤ
を付与し補完する。
【手続補正１２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１８】
　第３の特徴に係る発明は、映像コンテンツを生成する映像コンテンツ生成装置と通信可
能に接続された映像コンテンツを制作する映像コンテンツ制作端末が実行するコンテンツ
生成方法であって、背景画像データを、当該背景画像データが表示される再生開始時点か
らのタイミング情報とともに、入力を受け付けるステップと、
　前記背景画像上に重ねて表示され、当該背景画像上の位置情報を含む描画データを、当
該描画データが表示されるタイミング情報とともに、入力を受け付けるステップと、
音声データを、当該音声データが再生される再生開始時点からのタイミング情報とともに
、入力を受け付けるステップと、
　受信した前記背景画像データと、前記描画データと、前記音声データとを、ともに受信
した再生開始時点からのタイミングとそれぞれ関連付けて、独立に記憶させるステップと
、
　一のファイルにエンコーディングすることなく独立に記憶された前記背景画像データと
、前記描画データと、前記音声データとを、当該データが再生される再生開始時点からの
タイミング情報とともに、前記映像コンテンツ生成装置に送信するステップと、
　入力を受け付けた前記背景画像データ、前記描画データ、又は前記音声データについて
、既に記憶された当該データがある時には、入力を受け付けた種類のデータのみ編集を行
うステップと、
　を備え、
　前記入力を受け付けた種類のデータのみ編集を行うステップは、既に描画された描画デ
ータの一部を変更する際に、既に描画された描画データのうち変更を所望する一部の描画
の前記背景画像上の位置情報を変更するのみで、変更を実行する、ことを特徴とする映像
コンテンツ生成方法を提供する。
【手続補正１３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１９



(17) JP 2015-80006 A 2015.4.23

【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１９】
第４の特徴に係る発明は、映像コンテンツを生成する映像コンテンツ生成装置と通信可能
に接続された映像コンテンツを制作する映像コンテンツ制作端末に、
　背景画像データを、当該背景画像データが表示される再生開始時点からのタイミング情
報とともに、入力を受け付けるステップ、
　前記背景画像上に重ねて表示され、当該背景画像上の位置情報を含む描画データを当該
描画データが表示されるタイミング情報とともに、入力を受け付けるステップ、
　音声データを、当該音声データが再生される再生開始時点からのタイミング情報ととも
に、入力を受け付けるステップ、
　受信した前記背景画像データと、前記描画データと、前記音声データとを、ともに受信
した再生開始時点からのタイミングとそれぞれ関連付けて、独立に記憶させるステップ、
　一のファイルにエンコーディングすることなく独立に記憶された前記背景画像データと
、前記描画データと、前記音声データとを、当該データが再生される再生開始時点からの
タイミング情報とともに、前記映像コンテンツ生成装置に送信するステップ、
　入力を受け付けた前記背景画像データ、前記描画データ、又は前記音声データについて
、既に記憶された当該データがある時には、入力を受け付けた種類のデータのみ編集を行
うステップ、
　を実行させ、
　前記入力を受け付けた種類のデータのみ編集を行うステップは、既に描画された描画デ
ータの一部を変更する際に、既に描画された描画データのうち変更を所望する一部の描画
の前記背景画像上の位置情報を変更するのみで、変更を実行させる、ことを特徴とする映
像コンテンツ制作端末用プログラムを提供する。
【手続補正１４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２０】
　本発明によれば、背景画像データと、背景画像上に重ねて表示される描画データと、音
声データとを、データが再生されるタイミング情報とともに独立に記憶させることで、容
易に編集が可能であるとともに、一の映像コンテンツとして再生可能な映像コンテンツ制
作端末、映像コンテンツ生成方法、及び映像コンテンツ制作端末用プログラムを提供する
ことが可能となる。
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