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(57)【要約】
【課題】製作者が商品情報および当該商品に関して誘導
すべきウェブサイトへのリンクを含む動画コンテンツを
簡便に作成し、当該動画コンテンツを当該製作者のウェ
ブサイトやブログ等で簡便に再生することができるシス
テムを提供すること。
【解決手段】本発明の動画コンテンツ作成・再生補助シ
ステムは、ユーザーの端末装置とネットワークを介して
接続され、該ユーザーが該端末装置から、動画、情報材
画像および情報材メタデータをアップロードする、アッ
プロード手段と；該ユーザーが、該アップロードした動
画から１つの動画を選択し、該選択された動画中の情報
材に対応した情報材画像および情報材メタデータが該動
画再生と同期して表示されるように編集する、動画編集
手段と；該ユーザーが該編集された動画を該ユーザーの
端末装置から再生表示するためのタグを発行する、表示
タグ発行手段と；を備える。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ユーザーの端末装置とネットワークを介して接続された動画コンテンツ作成・再生補助
システムであって、
　該ユーザーが該端末装置から、動画、情報材画像および情報材メタデータをアップロー
ドする、アップロード手段と、
　該ユーザーが、該アップロードした動画から１つの動画を選択し、該選択された動画中
の情報材に対応した情報材画像および情報材メタデータが該動画再生と同期して表示され
るように編集する、動画編集手段と、
　該ユーザーが該編集された動画を該ユーザーの端末装置から再生表示するためのタグを
発行する、表示タグ発行手段と
　を備える、動画コンテンツ作成・再生補助システム。
【請求項２】
　前記動画コンテンツアップロード手段が、前記ユーザーの端末装置に対して割り当てら
れた識別情報を用いて認証キーを生成する認証キー生成手段と、該認証キーを用いて認証
を行う認証手段とを備える、請求項１に記載の動画コンテンツ作成・再生補助システム。
【請求項３】
　前記動画編集手段が、ポップアップ情報に基づいて前記情報材画像をポップアップさせ
るように動画を編集するものであり、
　該ポップアップ情報が、動画を識別するための動画ＩＤ情報、動画を再生する画面内で
ポップアップを表示する位置を表すポップアップ表示位置情報、動画再生中にポップアッ
プを表示する時点を表すポップアップ表示時間情報、および、ポップアップの詳細情報を
要求するリンク先を表すリンク先情報を含む、
　請求項１または２に記載の動画コンテンツ作成・再生補助システム。
【請求項４】
　前記情報材画像が商品写真である、請求項１から３のいずれかに記載の動画コンテンツ
作成・再生補助システム。
【請求項５】
　前記動画がユーザー側に格納され、該動画と同期して表示される前記情報材画像および
情報材メタデータがシステム側に格納されている、請求項１から４のいずれかに記載の動
画コンテンツ作成・再生補助システム。
 
 
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、動画コンテンツ作成・再生補助システムに関する。より詳細には、本発明は
、製作者が商品情報および当該商品に関して誘導すべきウェブサイトへのリンクを含む動
画コンテンツを簡便に作成し、当該動画コンテンツを当該製作者のウェブサイトやブログ
等で簡便に再生することができるシステムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　現在、インターネットを介して種々の動画コンテンツの閲覧が可能となっている。ここ
で、動画コンテンツが商品等の販売促進を目的として作成されている場合、動画コンテン
ツ製作者（商品販売者または商品販売の仲介者）としては、動画コンテンツの閲覧者を当
該動画コンテンツから直接ＥＣサイト（Electronic Commerce Site）等に誘導できること
が望ましい。しかし、現状では、動画コンテンツの閲覧者が、動画コンテンツに関連する
商品（例えば、動画の登場人物が身に着けている衣装やアクセサリー、登場人物が使用す
る物品）の購入を希望する場合には、一旦検索サイト等でその商品の情報およびその商品
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を購入できるＥＣサイトを検索してから当該サイトにアクセスしなければならない。
【０００３】
　一方、放映中のテレビ番組から商品を選択し、その商品のウェブコンテンツを放映画面
に表示する映像再生装置、および当該装置を用いた商品情報提供方法が提案されている（
特許文献１）。しかし、この技術は、放送局を通じて放映される番組を対象とするもので
あり、個人や企業が商品の販促等を目的として作成する動画コンテンツには適用できない
。
【０００４】
　以上のように、個人や企業が商品情報および当該商品に関して誘導すべきウェブサイト
へのリンクを含む動画コンテンツを簡便に作成する手段はいまだ実現されていない。
【特許文献１】特開２００８－１７２２８号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　本発明は上記従来の課題を解決するためになされたものであり、その目的とするところ
は、製作者が商品情報および当該商品に関して誘導すべきウェブサイトへのリンクを含む
動画コンテンツを簡便に作成し、当該動画コンテンツを当該製作者のウェブサイトやブロ
グ等で簡便に再生することができるシステムを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明の動画コンテンツ作成・再生補助システムは、ユーザーの端末装置とネットワー
クを介して接続され、該ユーザーが該端末装置から、動画、情報材画像および情報材メタ
データをアップロードする、アップロード手段と；該ユーザーが、該アップロードした動
画から１つの動画を選択し、該選択された動画中の情報材に対応した情報材画像および情
報材メタデータが該動画再生と同期して表示されるように編集する、動画編集手段と；該
ユーザーが該編集された動画を該ユーザーの端末装置から再生表示するためのタグを発行
する、表示タグ発行手段と；を備える。
　好ましい実施形態においては、上記動画コンテンツアップロード手段は、上記ユーザー
の端末装置に対して割り当てられた識別情報を用いて認証キーを生成する認証キー生成手
段と、該認証キーを用いて認証を行う認証手段とを備える。
　好ましい実施形態においては、上記動画編集手段は、ポップアップ情報に基づいて前記
情報材画像をポップアップさせるように動画を編集するものである。当該ポップアップ情
報は、動画を識別するための動画ＩＤ情報、動画を再生する画面内でポップアップを表示
する位置を表すポップアップ表示位置情報、動画再生中にポップアップを表示する時点を
表すポップアップ表示時間情報、および、ポップアップの詳細情報を要求するリンク先を
表すリンク先情報を含む。
　好ましい実施形態においては、上記情報材画像は商品写真である。
　好ましい実施形態においては、上記動画はユーザー側に格納され、該動画と同期して表
示される上記情報材画像および情報材メタデータはシステム側に格納されている。
【発明の効果】
【０００７】
　本発明によれば、ネットワークを介してユーザーに動画編集画面を提供することにより
、ユーザーが商品情報等を含む動画をゼロから作成するという煩雑さが回避される。その
結果、製作者が商品情報および当該商品に関して誘導すべきウェブサイトへのリンクを含
む動画コンテンツを簡便に作成し、当該動画コンテンツを当該製作者のウェブサイトやブ
ログ等で簡便に再生することができるシステムを提供することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００８】
　以下、本発明の好ましい実施形態について図面を参照しながら説明する。
【０００９】
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　図１は、本発明の好ましい実施形態による動画コンテンツ作成・再生補助システムの概
略を説明するブロック図であり、図２は、図１のシステムにおけるシステムサーバーの概
略を説明するブロック図である。動画コンテンツ作成・再生補助システムは、ブラウザ１
０１を搭載するユーザー端末１００とシステムサーバー２００とが、例えばインターネッ
トなどのネットワークＮを介して互いに接続されている。ユーザー端末１００は、動画デ
ータベース１０２を含む動画サーバー１０１と接続されている。なお、動画サーバー１０
１は、ユーザー端末１００と一体的に設けられてもよい。
【００１０】
　システムサーバー２００には、通信Ｉ／Ｆ部２０１、アップロード部２０２、動画編集
部２０３および表示タグ発行部２０４等が設けられている。
【００１１】
　アップロード部２０２には、上記ユーザー端末１００に対して割り当てられた識別情報
を用いて認証キー（例えば、ユーザーＩＤおよびパスワード）を生成する認証キー生成部
２０２ａと、該認証キーを用いて認証を行う認証部２０２ｂとが設けられている。具体的
には、ユーザーは、動画に商品情報等を挿入する編集を行いたい場合には、まずシステム
サーバー２００にアクセスして利用申請を行う。利用申請が行われると、認証キー生成部
２０２ａにおいて、ユーザーＩＤとパスワードが発行される。次回以降の動画編集におい
ては、ユーザーは、発行されたユーザーＩＤとパスワードを用いてログインし、後述の動
画編集部２０３における処理を利用して動画編集を行う。ログインの際に、認証部２０２
ｂにおいて、ユーザーの認証が行われる。
【００１２】
　上記認証されたユーザーは、編集すべき動画、当該動画に挿入したい情報材画像および
情報材メタデータをアップロード部２０２にアップロードする。情報材画像としては、目
的や動画の種類に応じて適切に選択される。１つの実施形態においては、動画が商品の販
促を目的とするようなものである場合には、情報材画像は商品写真である。より具体的に
は、例えば動画の登場人物が着用している衣服について、視聴者を当該衣服のＥＣサイト
に誘導することを目的とする場合には、情報材画像は当該衣服の写真である。別の実施形
態においては、動画が社員や株主に対する社長の挨拶や業績説明である場合には、情報材
画像はプレゼン資料の該当ページの見出しやアイコンである。情報材メタデータもまた、
目的や情報材の種類に応じて適切に選択される。情報材メタデータとしては、例えば、表
示させる文字列（例えば、商品名、プレゼン資料の見出し）、アンカーリンクのリンク先
である。ユーザーは、１つの画像のみをアップロードしてもよく、複数の画像をアップロ
ードしてもよい。
【００１３】
　次に、ユーザーは、アップロード部２０２にアップされた動画から１つの動画を選択し
、動画編集部２０３において、当該選択された動画中の情報材に対応した情報材画像およ
び情報材メタデータが該動画再生と同期して表示されるように編集する。１つの実施形態
においては、動画編集部２０３は、ポップアップ情報に基づいて上記情報材画像をポップ
アップさせるように動画を編集するものである。当該ポップアップ情報は、動画ＩＤ情報
、ポップアップ表示位置情報、ポップアップ表示時間情報、および、リンク先情報等を含
む。より具体的には、動画編集部２０３において実行される処理は以下の通りである。
【００１４】
　ユーザーがログインすると、まず、動画編集画面がネットワークＮを介してユーザー端
末１００に表示されるように処理が実行される。表示された動画編集画面においてユーザ
ーが動画を選択すると、当該選択された動画には、当該動画を識別するための動画ＩＤ情
報が付される。動画にＩＤ情報が付されると、編集用プレビュー画面が表示される。プレ
ビュー再生時には、動画と同時にアップロードされた情報材画像および情報材メタデータ
のうち表示すべき文字列（例えば、商品名、見出し）がサムネイル表示される。同時に、
動画のタイムラインが表示される。なお、以下においては、簡単のため、情報材画像およ
び情報材メタデータのうち表示すべき文字列（例えば、商品名、見出し）をまとめて、単
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に情報材画像と称することもある。
【００１５】
　次に、ユーザーは、編集用プレビュー画面において、動画と同期表示したい情報材画像
を動画にリンクさせる作業を行う。具体的には、ユーザーは、編集用プレビュー画面にお
いて、情報材画像を同期表示したい時点で動画を一時停止し、同期表示したい情報材画像
を選択し、当該画像をタイムライン上にドラッグ＆ドロップする。ユーザーのこの操作に
より、動画編集部においては、動画再生中にポップアップを表示する時点を表すポップア
ップ表示時間情報が発行され、当該ポップアップ表示時間情報と上記動画ＩＤ情報とが関
連付けられる。ユーザーは、所定の時点で所定の画像がポップアップ表示されるように上
記の操作を繰り返して行い、作業が完了すると、編集用プレビュー画面からポップアップ
時間確認画面に移行するよう指示する。１つの実施形態においては、編集用プレビュー画
面に「次へ」ボタンが表示され、当該ボタンを押すことにより画面の移行が行われる。
【００１６】
　ユーザーは、ポップアップ時間確認画面において、所定の画像のポップアップが適切な
時点で行われるか否かを確認する。ポップアップされる時点が所望の時点とずれている場
合には、ユーザーは、編集用プレビュー画面に戻り、ポップアップ時点の設定し直し（タ
イムラインへのドラッグ＆ドロップのやり直し）、または微調整を行う。動画編集部にお
いて、タイムラインの位置に連動して再生時間を数字表示するよう画面表示の処理を行う
ことにより、非常に精密な時間精度（例えば、ミリ秒単位）でポップアップ表示時間の設
定を行うことができる。再生動画の確認が完了すると、ユーザーは、ポップアップ時間確
認画面からスキン選択画面に移行するよう指示する。１つの実施形態においては、ポップ
アップ時間確認画面に「次へ」ボタンが表示され、当該ボタンを押すことにより画面の移
行が行われる。
【００１７】
　スキン選択画面での表示に関連して、１つの実施形態においては、動画編集部は、所定
のデザインを有する複数の再生プレーヤー画面をあらかじめ格納し、当該複数の再生プレ
ーヤー画面を所定の配置でスキン選択画面に一覧表示する。別の実施形態においては、動
画編集部は、ユーザーが所望の再生プレーヤー画面を作成できるようガイドする。スキン
選択画面においてユーザーが所定の再生プレーヤー画面を選択または作成することにより
、動画を再生する画面内でポップアップを表示する位置を表すポップアップ表示位置情報
が発行され、当該ポップアップ表示位置情報と上記動画ＩＤ情報とが関連付けられる。再
生プレーヤー画面の選択が完了すると、ユーザーは、スキン選択画面から最終確認画面に
移行するよう指示する。１つの実施形態においては、スキン選択画面に「次へ」ボタンが
表示され、当該ボタンを押すことにより画面の移行が行われる。さらに、最終確認画面へ
の移行指示が出ると、動画編集部は、ＩＤ情報が付与された動画と関連付けられたポップ
アップ情報をシステムサーバー２００のデータベース（図示せず）に格納する。なお、ポ
ップアップの詳細情報を要求するリンク先（例えば、アンカーリンクのリンク先）を表す
リンク先情報は、多くの場合、情報材メタデータとしてあらかじめ情報材画像に貼り付け
られているが、ポップアップ情報の１つとして、上記動画編集作業の適切な時点で動画と
関連付けられてもよい。
【００１８】
　ユーザーは、最終確認画面において、ポップアップの表示時間と表示位置の最終確認を
行う。修正が必要な場合には、ユーザーは編集用プレビュー画面またはスキン選択画面ま
で戻り、上記と同様の作業が繰り返され、動画編集部においても上記と同様の処理が繰り
返される。修正後、最終確認画面への移行指示が出ると、動画編集部は、システムサーバ
ー２００のデータベース中のポップアップ情報を更新する。最終確認画面での確認が完了
すると、ユーザーは、最終確認画面から完了画面に移行するよう指示する。１つの実施形
態においては、最終確認画面に「次へ」ボタンが表示され、当該ボタンを押すことにより
画面の移行が行われる。さらに、完了画面への移行指示が出ると、表示タグ発行部２０４
から、上記編集された動画をユーザー端末１００で再生表示するためのタグが発行される
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。１つの実施形態においては、表示タグは、JavaScriptタグである。
【００１９】
　表示タグが発行されると、ユーザーは当該タグをコピーし、動画を表示すべきウェブサ
イト等のソース（例えば、ＨＴＭＬソース）に埋め込むことにより、情報材画像、表示す
べき文字列およびアンカーリンクのリンク先情報等を同期で表示する動画を再生する準備
が完了する。
【００２０】
　次に、情報材画像等を同期で表示する動画の再生について説明する。本発明のシステム
においては、動画はユーザー側（例えば、動画データベース１０３）に格納され、当該動
画と同期して表示される上記情報材画像等（実質的には、ポップアップ情報）はシステム
側（例えば、システムサーバー２００内のデータベース）に格納されている。ユーザーの
ウェブサイトやブログを一般視聴者が閲覧し、所定の動画を選択すると、当該動画のＩＤ
情報と関連付けられたJavaScriptタグをウェブブラウザが解釈し、当該動画に対応するポ
ップアップ情報がシステムサーバー２００から提供される。ユーザーのウェブサイト上で
は、ソースとして埋め込まれたポップアップ情報部分がシステムサーバーから配信され、
ユーザーの動画データベース１０３からの動画と一体化して表示される。例えば、ユーザ
ーのウェブサイト等の表示画面は、次のように構成され得る。表示画面３００においては
、複数の動画３０１から再生される動画３０２が選択され、再生される。所定の再生時間
になると、情報材に関連して表示すべき文字列（例えば、商品名）３０３と情報材画像（
例えば、商品写真）３０４とが表示される。商品写真３０４をクリックすると、ユーザー
が指定したＥＣサイト等に一般視聴者が誘導される。表示画面の構成は、上記ポップアッ
プ表示位置情報を設定することにより（すなわち、ユーザーがスキン選択画面でデザイン
することにより）設定することができる。表示画面３００においては、動画３０１および
３０２が動画データベース１０３から提供され、それ以外の部分がシステムサーバー２０
０から配信されている。
【００２１】
　本発明のシステムの適用例としては、例えば、以下のようなものが挙げられる：（１）
アパレルメーカーが自社製品を販促するためにショートムービーを作成し、当該ショート
ムービーの劇中衣装を紹介するＥＣサイトに誘導する；（２）不動産の物件紹介サイトに
おいて、物件を紹介する動画から当該物件の詳細情報を記載したページに誘導する；（３
）ＩＲサイト等で社長が株主等に行う業績説明を動画で配信し、当該業績説明に関連する
グラフや決算情報等の資料ページに誘導する；等。
【産業上の利用可能性】
【００２２】
　本発明のシステムは、動画を利用した商品紹介等に好適に利用され得る。
【図面の簡単な説明】
【００２３】
【図１】本発明の好ましい実施形態による動画コンテンツ作成・再生補助システムの概略
を説明するブロック図である。
【図２】図１のシステムにおけるシステムサーバーの概略を説明するブロック図である。
【図３】本発明のシステムを用いて動画を再生する場合における表示画面の構成の一例を
説明する概略図である。
【符号の説明】
【００２４】
１００　ユーザー端末
１０１　動画サーバー
１０２　動画データベース
２００　システムサーバー
２０１　通信Ｉ／Ｆ部
２０２　アップロード部
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２０３　動画編集部
２０４　表示タグ発行部
Ｎ　　　ネットワーク
 
 

【図１】

【図２】

【図３】
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