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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　メディアプレゼンテーションの基本単位としてのハイパースライドの再生が行われる複
数台のメディアプレゼンテーション装置と、前記複数台のメディアプレゼンテーション装
置での該ハイパースライドの再生を制御する遠隔エージェントと、前記遠隔エージェント
の動作を制御する制御装置とを備えるメディアプレゼンテーションシステムを用いてメデ
ィアプレゼンテーションの制作を行うためのメディアプレゼンテーション制作インターフ
ェース装置であって、
　前記メディアプレゼンテーションを制作するためのメディアプレゼンテーション制作イ
ンターフェースを表示する表示手段を備え、
　前記メディアプレゼンテーション制作インタフェースは、
　前記ハイパースライドが選択可能にリスト表示されるハイパースライドリスト部と、
　前記ハイパースライドリスト部から選択されたハイパースライドが表示されるハイパー
スライドプレビュー部と、
　前記ハイパースライドを再生するために使用可能な該複数のメディアプレゼンテーショ
ン装置を表す画像が配置されたメディアプレゼンテーション環境を表す画像を三次元的に
表示すると共に、前記ハイパースライドリスト部から選択されたハイパースライドを再生
するために使用されるメディアプレゼンテーション装置を起動または選択するために、前
記メディアプレゼンテーション環境を表す画像に含まれる該メディアプレゼンテーション
装置を表す画像に対応するように定義される特定の画像であるホットスポットを表示し、
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前記三次元的に表示されたメディアプレゼンテーション環境を表す画像の向きの変更を指
示する向き指示手段を備え、前記向き指示手段により前記向きが指示された場合には、前
記メディアプレゼンテーション環境を表す画像の向きを前記指示された向きに変更して、
前記選択されたハイパースライドを、前記メディアプレゼンテーション環境を表す画像に
おける前記選択された前記ホットスポットに対応する箇所に、前記ホットスポットに対応
するメディアプレゼンテーション装置を表す画像のサイズに合わせて合成して三次元的に
再生可能に構成したメディアプレゼンテーション環境表示部とを含み、
　前記制御装置が、前記ハイパースライドリスト部で選択されたハイパースライドおよび
前記ホットスポットに基づいて、前記遠隔エージェントを介して、選択された前記ホット
スポットに対応する前記メディアプレゼンテーション装置を起動または選択し、起動また
は選択された前記メディアプレゼンテーション装置上で選択されたハイパースライドを再
生することにより再生されるメディアプレゼンテーションを制作するためのメディアプレ
ゼンテーション制作インタフェース装置。
【請求項２】
　前記メディアプレゼンテーション制作インターフェースが、前記メディアプレゼンテー
ションの内容に関する詳細表示レベルである粒度レベルを選択するための粒度レベル選択
部をさらに備えた、請求項１に記載のメディアプレゼンテーション制作インタフェース装
置。
【請求項３】
　前記メディアプレゼンテーション環境表示部が、複数の特定のメディアプレゼンテーシ
ョン装置に対応するホットスポットとして定義される複数の部分を含む、請求項１又は請
求項２に記載のメディアプレゼンテーション制作インタフェース装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、メディアプレゼンテーション（発表）を制作するためのシステム、方法、イ
ンターフェース装置、および統合システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　メディアプレゼンテーションを制作（オーサリング：ａｕｔｈｏｒｉｎｇ）するのに用
いられるツールは市販されている。メディアプレゼンテーションを制作するために利用可
能な一つの人気のあるツールとして、マイクロソフト社のパワーポイント（PowerPoint（
R））がある。パワーポイントは一連のスライドによるプレゼンテーションを編成し、テ
【０００３】
キスト編集、作図、音声および映像の埋込み、ならびにスライドアニメーションをサポー
トする。さらに、マイクロソフトプロデューサ（Microsoft Producer）は、一連のパワー
ポイントスライドを映像ストリームおよび画像と同期させて、オンデマンド（利用者の要
求に応じて）メディアプレゼンテーションを生成することを可能にする（非特許文献２）
。アップルコンピュータ社（非特許文献３）、マクロメディア社（非特許文献１）、およ
びインパクトエンジン社をはじめとするマイクロソフト社の競争者もまた、同様の製品を
市場に出している。一部の他の市販のメディアプレゼンテーション製品は、ビデオストリ
ームに関連メディアプレゼンテーションリンクを埋め込む。そのような製品を販売する会
社の例としてデジタル・デザイン・ワークス（Digital Design Works）社およびビデオ・
クリックス（VidioClix）社がある。
【０００４】
　種々のシアターオートメーション（自動演出）ソフトウェアインタフェースも市販され
ている。現在市販されているシアターオートメーションソフトウェアインタフェースの一
例として、バタルファ（Batalpha）社のフィガロ（Figaro）ソフトウェアがある（非特許
文献４）。
【０００５】
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　市販の多くのメディアプレゼンテーションオーサリング（制作）製品は、一つの二次元
ディスプレイのみおよび一つのオーディオ拡声スピーカのみをサポートするモデルに基づ
き、開発されている。プレゼンテーション環境に二つ以上の二次元ディスプレイ、二つ以
上の拡声スピーカ、またはディスプレイおよびスピーカ以外の制御可能な装置が含まれる
場合、この前提はかなりの制限となる。したがって、市販されているこれらのメディアプ
レゼンテーション制作製品は、メディア装置分散環境でのメディアプレゼンテーションを
制作するのには不適切である。
【０００６】
　多くの既存のプレゼンテーション制作ツールは、様々な装置の位置を認識してその情報
を利用することができない。したがって、それらは、複数のディスプレイおよび拡声スピ
ーカのような複数のプレゼンテーションチャネルを効率的に使用することができない。市
販されている多くのメディアプレゼンテーション制作製品の主な欠点は、それらがマルチ
メディア装置の位置に基づくメディアプレゼンテーション制作をサポートすることができ
ず、ライト、複数のディスプレイ、複数の拡声スピーカ、プリンタ、スプリンクラ、ファ
ン、または他の種類のアーティキュレータのような複数のプレゼンテーションの使用を組
み合わせて調整することもできないことである。
【０００７】
　バタルファ社のフィガロ・ソフトウェアは、シアター（会場）カスタマイズを支援する
能力を有するが、その環境におけるプレゼンテーション装置を参照するためのホットスポ
ットを持つプレゼンテーション環境を描写するＧＵＩをユーザに提供しない。これらの種
類のソフトウェアは、自分の作業環境に非常に通暁している専門家が複雑な動作シーケン
スを作成するのに適している。しかし、それらは、プレゼンテーション環境に通暁してい
ない普通のユーザには適さない。
【０００８】
　マルチメディア装置が手ごろな値段になればなるほど、より多くの装置がメディアプレ
ゼンテーション環境に設置されるようになるであろう。したがって、プレゼンテーション
制作ツールが様々なメディア装置分散環境用のプレゼンテーションカスタマイズをサポー
トすると有益である。
【０００９】
　ほとんどの市販のメディアプレゼンテーション制作製品は、従来の一ディスプレイおよ
び一拡声スピーカのモデルに基づいて、各メディアプレゼンテーションを作成することを
ユーザに要求する。したがって、様々なメディア装置のための出力を別個に作成しなけれ
ばならない。
【００１０】
　一部のメディアプレゼンテーション製品は、特定のポインタまたはタッチスクリーンの
ような特定の機器を用いて、スライドをディスプレイからディスプレイに移動させること
をユーザに要求する。ほとんどのメディアプレゼンテーション制作製品は、メディアプレ
ゼンテーション環境のモデルを持たない。さらに、ほとんどの市販のメディアプレゼンテ
ーション制作製品は、一つの装置から別の装置へのスライドの移動をサポートしていない
。ほとんどの市販のメディアプレゼンテーション制作製品は、特定のメディアプレゼンテ
ーション環境内の様々な構成要素のプレゼンテーションをカスタマイズすることができな
い。
【００１１】
　ほとんどの市販のメディアプレゼンテーション制作製品は、拡声スピーカの音量制御、
または拡声スピーカのオン／オフ機能、またはライトの大きさ、またはライトのオン／オ
フ機能をサポートすることができない。同様に、ＭｏｄＳｌｉｄｅＳｈｏｗのような一部
のメディアプレゼンテーション制作製品は、プレゼンテーションの進行中にプレゼンテー
ションの構成要素を効果的に再配置させるために、メディアプレゼンテーションのプレゼ
ンタ（発表者）がプレゼンテーション全体の全ての様相をよく覚えておくことを要求する
。
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【００１２】
　少なくとも上述した理由のため、ほとんどの市販のメディアプレゼンテーション制作製
品は、一般的なユーザが不慣れな環境で多くのメディア装置を使用するプレゼンテーショ
ンをカスタマイズするのには不向きである。
【非特許文献１】「Directorの効果の理解」（"Understanding the Power of Directior"
, Macromedia - Director）２００３年；http://www.macromedia.com/software/director
/resources/understanding/
【非特許文献２】「Producerの概要」（"Overview of Producer"） ２００２年８月
【００１３】
３日；http://www.Microsoft.com/office/powerpoint/producer/overview.asp
【非特許文献３】「Keynoteの紹介」（"Presenting Keynote"., Apple - Keynote） ２０
０３年；http://www.apple.com/keynote
【非特許文献４】Batalpha, batalpha - Figaro Software, 公開日不明；http://www.bat
alpha.com/prodkt/en/product_figaro_software.shtml
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１４】
　本発明は、複数の装置を効率的に使用するメディアプレゼンテーションを制作するため
のシステムおよび方法を提供する。
【００１５】
　本発明は、所定のメディアプレゼンテーションに決して充分に通暁していないユーザに
適した、メディアプレゼンテーションを制作するためのシステムおよび方法をそれぞれ別
個に提供する。
【００１６】
　本発明は、複数の画像スクリーンを含むメディアプレゼンテーションを制作するための
システムおよび方法をそれぞれ別個に提供する。
【００１７】
　本発明は、拡声スピーカの位置を考慮する、メディアプレゼンテーションを制作するた
めのシステムおよび方法をそれぞれ別個に提供する。
【００１８】
　本発明は、複数の拡声スピーカを制御する、メディアプレゼンテーションを制作するた
めのシステムおよび方法をそれぞれ別個に提供する。
【００１９】
　本発明は、複数の拡声スピーカをオンまたはオフのいずれにするかを制御する、メディ
アプレゼンテーションを制作するためのシステムおよび方法をそれぞれ別個に提供する。
【００２０】
　本発明は、ライトを制御する、メディアプレゼンテーションを制作するためのシステム
および方法をそれぞれ別個に提供する。
【００２１】
　本発明は、ライトの光の大きさを制御する、メディアプレゼンテーションを制作するた
めのシステムおよび方法をそれぞれ別個に提供する。
【００２２】
　本発明は、ライトをオンまたはオフのいずれにするかを制御するメディアプレゼンテー
ションを制作するためのシステムおよび方法をそれぞれ別個に提供する。
【００２３】
　本発明は、プレゼンテーション環境のモデルを含む、メディアプレゼンテーションを制
作するためのシステムおよび方法をそれぞれ別個に提供する。
【００２４】
　本発明は、メディアプレゼンテーション環境の二つまたはそれ以上のプレゼンテーショ
ンが異なるメディアプレゼンテーションを制作するためのシステムおよび方法をそれぞれ
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別個に提供する。
【００２５】
　本発明は、メディアプレゼンテーションの各要素の表示を含むメディアプレゼンテーシ
ョンを制作するためのシステムおよび方法をそれぞれ別個に提供する。
【００２６】
　本発明は、プレゼンテーションのどの要素でもグラフィカルユーザインタフェース装置
の使用によりプレゼンテーション内で再配置することができる、メディアプレゼンテーシ
ョンを制作するためのシステムおよび方法をそれぞれ別個に提供する。
【００２７】
　本発明は、プレゼンテーション環境の表示が変更可能であるメディアプレゼンテーショ
ンを制作するためのシステムおよび方法をそれぞれ別個に提供する。
【００２８】
　本発明は、複数の利用可能なメディアプレゼンテーション装置への参照をユーザに提供
する、メディアプレゼンテーションを制作するためのシステムおよび方法をそれぞれ別個
に提供する。
【００２９】
　本発明は、利用可能なメディア装置の表示がプレゼンテーション環境のモデル内の画像
である、メディアプレゼンテーションを制作するためのシステムおよび方法をそれぞれ別
個に提供する。
【００３０】
　本発明は、ユーザが装置の画像またはモデルに対して動作することによってメディア装
置を選択する、メディアプレゼンテーションを制作するためのシステムおよび方法をそれ
ぞれ別個に提供する。
【００３１】
　本発明は、ユーザが選択したメディア装置の出力をカスタマイズすることができる、メ
ディアプレゼンテーションを制作するためのシステムおよび方法をそれぞれ別個に提供す
る。
【００３２】
　本発明は、プレゼンテーション環境で利用可能な全てのメディア装置が制御される、メ
ディアプレゼンテーションを制作するためのシステムおよび方法をそれぞれ別個に提供す
る。
【００３３】
　本発明は、新たに開発されたメディア装置および既存のメディア装置の進歩に適応させ
るための、メディア装置の変更が可能である、メディアプレゼンテーションを制作するた
めのシステムおよび方法をそれぞれ別個に提供する。
【００３４】
　本発明は、プレゼンテーション環境におけるプレゼンテーション装置を参照するホット
スポットを備えたプレゼンテーション環境を描写するグラフィカルユーザインタフェース
をユーザに提供する、メディアプレゼンテーションを制作するためのシステムおよび方法
をそれぞれ別個に提供する。
【００３５】
　本発明は、複数の出力装置に対応する出力シーケンス（一連の出力）を管理し、こうし
て複数のメディアプレゼンテーション装置の各々のメディアプレゼンテーションシーケン
スを作成し、メディアプレゼンテーションの再生またはプレビュー中にメディアプレゼン
テーションシーケンスの全てを同期させる、メディアプレゼンテーションを制作するため
のシステムおよび方法をそれぞれ別個に提供する。
【００３６】
　本発明は、複数チャネルのメディアプレゼンテーションを管理するメディアプレゼンテ
ーションを制作するためのシステムおよび方法をそれぞれ別個に提供する。
【課題を解決するための手段】
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【００３８】
　上記課題を解決するために、請求項１に記載の発明は、メディアプレゼンテーションの
基本単位としてのハイパースライドの再生が行われる複数台のメディアプレゼンテーショ
ン装置と、前記複数台のメディアプレゼンテーション装置での該ハイパースライドの再生
を制御する遠隔エージェントと、前記遠隔エージェントの動作を制御する制御装置とを備
えるメディアプレゼンテーションシステムを用いてメディアプレゼンテーションの制作を
行うためのメディアプレゼンテーション制作インターフェース装置であって、前記メディ
アプレゼンテーションを制作するためのメディアプレゼンテーション制作インターフェー
スを表示する表示手段を備え、前記メディアプレゼンテーション制作インタフェースは、
前記ハイパースライドが選択可能にリスト表示されるハイパースライドリスト部と、前記
ハイパースライドリスト部から選択されたハイパースライドが表示されるハイパースライ
ドプレビュー部と、前記ハイパースライドを再生するために使用可能な該複数のメディア
プレゼンテーション装置を表す画像が配置されたメディアプレゼンテーション環境を表す
画像を三次元的に表示すると共に、前記ハイパースライドリスト部から選択されたハイパ
ースライドを再生するために使用されるメディアプレゼンテーション装置を起動または選
択するために、前記メディアプレゼンテーション環境を表す画像に含まれる該メディアプ
レゼンテーション装置を表す画像に対応するように定義される特定の画像であるホットス
ポットを表示し、前記三次元的に表示されたメディアプレゼンテーション環境を表す画像
の向きの変更を指示する向き指示手段を備え、前記向き指示手段により前記向きが指示さ
れた場合には、前記メディアプレゼンテーション環境を表す画像の向きを前記指示された
向きに変更して、前記選択されたハイパースライドを、前記メディアプレゼンテーション
環境を表す画像における前記選択された前記ホットスポットに対応する箇所に、前記ホッ
トスポットに対応するメディアプレゼンテーション装置を表す画像のサイズに合わせて合
成して三次元的に再生可能に構成したメディアプレゼンテーション環境表示部とを含み、
前記制御装置が、前記ハイパースライドリスト部で選択されたハイパースライドおよび前
記ホットスポットに基づいて、前記遠隔エージェントを介して、選択された前記ホットス
ポットに対応する前記メディアプレゼンテーション装置を起動または選択し、起動または
選択された前記メディアプレゼンテーション装置上で選択されたハイパースライドを再生
することにより再生されるメディアプレゼンテーションを制作するためのメディアプレゼ
ンテーション制作インタフェース装置である。
【００４４】
　本発明に係るメディアプレゼンテーションを制作するためのシステムおよび方法の様々
な例示的実施形態は、特定のメディアプレゼンテーション装置に関連付けられるホットス
ポットを有するメディアプレゼンテーション環境表示を含む。
【００４５】
　本発明に係るメディアプレゼンテーションを制作するためのシステムおよび方法の様々
な例示的実施形態は、メディアプレゼンテーション環境表示部、ハイパースライドリスト
部、メディアプレゼンテーション構成要素時間関係部、およびメディアプレゼンテーショ
ン装置リスト部を含む。
【００４６】
　本発明に係るメディアプレゼンテーションを制作するためのシステムおよび方法の様々
な例示的実施形態では、メディアプレゼンテーション環境表示におけるプレゼンテーショ
ンユニットのための物理的装置が選択され、プレゼンテーションユニットの視覚的表示が
操作され、プレゼンテーションユニットの表示内容（ディスプレイ）が記憶媒体に記録さ
れ、プレゼンテーションがプレビューされる。様々な例示的実施形態では、プレゼンテー
ションは拡張現実環境、仮想現実環境、またはこれらを組み合わせた環境でプレビューさ
れる。
【発明の効果】
【００４７】
　本発明により、複数種類の複数メディア装置を有する環境において、これら複数の装置
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を効率的に使用するメディアプレゼンテーションを制作することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００４８】
　本発明のこれらおよび他の特徴および利点は、本発明に係るシステムおよび方法の様々
な例示的実施形態についての以下の詳細な説明で説明し、そこから明らかである。
【００４９】
　本発明のシステムおよび方法の様々な例示的実施形態を、添付の図面に関連して詳細に
説明する。
【００５０】
　本発明に係るメディアプレゼンテーション制作システムおよび方法の様々な例示的実施
形態の以下の詳細な説明では、明確にするために、一つまたはそれ以上の特定の種類のメ
ディアプレゼンテーション制作システムおよび方法について言及する。しかし、以下で概
説しかつ／または考察する本発明の原理は、公知のまたは今後開発されるメディアプレゼ
ンテーション制作システムのいずれにも等しく適用することができることを理解されたい
。
【００５１】
　図１は、市販のメディアプレゼンテーション制作インタフェース１０の概略図である。
図１に示すように、メディアプレゼンテーション制作インタフェース１０は、アニメーシ
ョン順序およびタイミングウィジェット部１２、アニメーションスライドオブジェクトリ
ストおよび選択ウィジェット部１４、アニメーション開始ウィジェット部１６、例えばア
ニメーション順序およびタイミングウィジェット部１２に対応する幾つかのコントロール
タブ１８、スライドオブジェクトプレビュー部２０、プレビュー起動ウィジェット部２２
、キャンセルウィジェット部２４、および起動選択ウィジェット部２６を含む。アニメー
ションスライドオブジェクトリストおよび選択ウィジェット部１４は、スライドオブジェ
クトを選択し、スライドオブジェクトを動画（アニメーション）化するために使用される
。アニメーション順序およびタイミングウィジェット部１２は、プレゼンテーションにお
けるアニメーションスライドオブジェクトの順序およびタイミングを制御するために使用
される。アニメーション順序およびタイミングウィジェット部１２は、「順序とタイミン
グ」と表示されたコントロールタブ１８を選択すると表示される。アニメーションユニッ
トの順序は、ウィジェット２８を使用して選択されたアニメーションオブジェクトをプレ
ゼンテーション内で前または後に移動することによって、スライド内で再配置される。
【００５２】
　アニメーション開始ウィジェット部１６は、アニメーションが開始される方法を制御す
るために使用される。他のコントロールタブ１８は、効果、チャート効果、およびマルチ
メディア設定のようなメディアプレゼンテーションの他の様相を制御するために使用され
る。
【００５３】
　スライドオブジェクトプレビュー部２０は、アニメーションスライドオブジェクトリス
トおよび選択ウィジェット部１４で選択されたスライドオブジェクトの内容のプレビュー
を表示する。プレビュー起動ウィジェット部２２は、スライドに関係付けられるいずれか
の効果またはアニメーションを含め、スライドのプレビューを起動するために使用される
。
【００５４】
　キャンセルウィジェット部２４は、メディアプレゼンテーション制作インタフェース１
０で行なわれた全ての変更を取り消すために使用される。同様に、起動選択ウィジェット
部２６は、メディアプレゼンテーション制作インタフェース１０で行なわれた全ての変更
を受け入れるために使用される。
【００５５】
　メディアプレゼンテーション制作インタフェース１０は、複数のディスプレイおよび拡
声スピーカのような複数のプレゼンテーションチャネルを使用することはできない。した
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がって、メディアプレゼンテーション制作インタフェース１０は、複数のマルチメディア
装置の位置に基づくメディアプレゼンテーション制作をサポートすることができない。同
様に、メディアプレゼンテーション制作インタフェース１０は、ライト、複数のディスプ
レイ、複数の拡声スピーカ、プリンタ、スプリンクラ、ファン、または他の種類のアーテ
ィキュレータのような複数の種類のプレゼンテーション装置の使用を組み合わせて調整す
ることができない。
【００５６】
　図２は、本発明に係るインターフェース装置が表示手段に表示させるメディアプレゼン
テーション制作インタフェース４０の一つの例示的実施形態の概略図である。メディアプ
レゼンテーション制作インタフェース４０は、再生ウィジェット４４、記録ウィジェット
４６、停止ウィジェット４８、新イベントウィジェット５０、ドラッグ＆ドロップウィジ
ェット５２、およびプレゼンテーション環境表示部５４を含む。
【００５７】
　様々な例示的実施形態において、メディアプレゼンテーション制作インタフェース４０
は、一つまたはそれ以上のハイパースライドを制作し、準備し、または形成する。ハイパ
ースライドは任意の粗なメディアプレゼンテーションユニット（単位）である。ハイパー
スライドは通常のスライドの延長である。それは、いずれのメディアプレゼンテーション
で使用されるいずれの形のメディアをも表す基本的メディアプレゼンテーションユニット
である。したがって、様々な例示的実施形態で、ハイパースライドはビジュアルスライド
、画像、ビデオセグメントまたはクリップ、オーディオセグメント、実況カメラまたはマ
イクロホンからのストリーミングビデオまたはオーディオ信号、ライト調整動作またはコ
マンド、拡声スピーカ調整動作またはコマンド、あるいはメディアプレゼンテーション中
に行なうことが望まれるいずれかの他のメディア形式またはメディア動作の種類をも表す
。ライト調整および拡声スピーカ調整動作は、光または拡声スピーカの音量または強さの
調整、あるいはライトまたは拡声スピーカをオンまたはオフにする動作を含む。本明細書
で議論する様々な例示的実施形態は、例えばさまざまなアーティキュレータに関連付けら
れるさまざまな機能をはじめ、他の種類のハイパースライドを含む。したがって、ハイパ
ースライドは、メディアプレゼンテーション装置によってレンダリングまたは完成される
入力元またはオブジェクトである。
【００５８】
　様々な例示的実施形態で、メディアプレゼンテーション制作インタフェース４０は、ハ
イパースライドを編集し、ハイパースライドの再生リストを記録し（つまり一つまたはそ
れ以上のハイパースライドを記録し）、および／または一つまたはそれ以上のハイパース
ライドを再生するために使用される。様々な例示的実施形態で、記録ウィジェット４６は
、ハイパースライドの再生リストの記録を開始するために動作される。様々な例示的実施
形態で、ハイパースライドは、コンピュータデスクトップ（例えばファイル管理ウィンド
ウ）から、メディアプレゼンテーション環境表示部５４に表示された関連メディアプレゼ
ンテーション装置の部分まで、ハイパースライドをドラッグすることによって再生される
。
【００５９】
　したがって、本発明に係るシステムおよび方法の様々な例示的実施形態で、ビデオセグ
メントハイパースライドは、指定のビデオセグメントハイパースライドを、例えばコンピ
ュータデスクトップ上のファイル管理ウィンドウから、メディアプレゼンテーション環境
表示部５４に描かれたビデオプレゼンテーションスクリーンへドラッグすることによって
再生される。本発明に係るメディアプレゼンテーションを制作するためのシステムおよび
方法の様々な例示的実施形態で、ビデオセグメントハイパースライドは、一つまたはそれ
以上のビデオスクリーン５６、５７、および５８に表示される。本発明に係るメディアプ
レゼンテーションを制作するためのシステムおよび方法の様々な例示的実施形態で、ビデ
オスクリーン５６、５７、および５８はメディアプレゼンテーション環境表示部５４内に
示される。
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【００６０】
　本発明に係るメディアプレゼンテーションを制作するためのシステムおよび方法の様々
な例示的実施形態では、ハイパースライド内のいずれの種類のメディアも、そのハイパー
スライドの標識を例えばコンピュータデスクトップ上のファイル管理ウィンドウから、指
定されたハイパースライドに関連付けられた動作または内容を再生、実行、または表示す
るメディア装置に対応するメディアプレゼンテーション環境表示部５４の部分にドラッグ
することによって再生される。
【００６１】
　本発明に係るメディアプレゼンテーションを制作するためのシステムおよび方法の様々
な例示的実施形態では、別個のハイパースライドに新しいイベントを記録することが望ま
しいときに、新イベントウィジェット５０が動作される。新イベントウィジェット５０が
動作された後、本発明に係る様々な例示的実施形態では、ハイパースライドは次いで編集
され、保存される。
【００６２】
　本発明に係る様々な例示的実施形態では、停止ウィジェット４８が動作されると、ハイ
パースライド再生リスト記録セッションが終了する。同様に、本発明に係る様々な例示的
実施形態では、再生ウィジェット４４が起動されると、所望のハイパースライド再生リス
トに従って以前に記録された一連のハイパースライドが再生される。
【００６３】
　したがって、メディアプレゼンテーション制作インタフェース４０は、メディアプレゼ
ンテーションの制作およびプレビューを行なうための拡張現実インタフェースの一実施形
態を表す。
【００６４】
　図３は、本発明に係るインターフェース装置が表示手段に表示させるメディアプレゼン
テーション制作インタフェースの第二の例示的実施形態の概略図である。メディアプレゼ
ンテーション制作インタフェース６０は、粒度レベル選択部６２およびメディアプレゼン
テーション環境表示部６４を含む。この図中の要素の一部は、他の図に関連して前述した
要素と共通の番号が付されている。これらの要素の重複説明は、簡潔にするために省く。
【００６５】
　メディアプレゼンテーション環境表示部６４に描かれたメディアプレゼンテーション環
境は、メディアプレゼンテーション環境表示部５４に描かれたメディアプレゼンテーショ
ン環境に対応する。しかし、メディアプレゼンテーション環境表示部６４に描かれたメデ
ィアプレゼンテーション環境は、メディアプレゼンテーション環境の絵画的（pictorial
【００６６】
）表示を含む。本発明に係るメディアプレゼンテーションを制作するためのシステムおよ
び方法の様々な例示的実施形態では、メディアプレゼンテーション環境表示がメディアプ
レゼンテーション環境の絵画的表示である、メディアプレゼンテーション環境表示が含ま
れる。メディアプレゼンテーション環境表示部６４は、メディアプレゼンテーション環境
の概略図表示を含む。本発明に係るメディアプレゼンテーションを制作するためのシステ
ムおよび方法の様々な例示的実施形態では、メディアプレゼンテーション環境表示がメデ
ィアプレゼンテーション環境の概略図表示である、メディアプレゼンテーション環境表示
が含まれる。
【００６７】
　メディアプレゼンテーション環境表示部６４に描かれる概略図的メディアプレゼンテー
ション環境は、ビデオスクリーン５６、５７、および５８、プリンタ６６、拡声スピーカ
６８、ならびにライト６９を含む。
【００６８】
　メディアプレゼンテーション環境表示部６４に描かれたメディアプレゼンテーション環
境は、四つの拡声スピーカ６８、一つのプリンタ６６、六つのライト６９、ならびに三つ
のビデオスクリーン５６、５７、および５８を含む。メディアプレゼンテーション環境表
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示部６４に描かれたメディアプレゼンテーション環境がメディアプレゼンテーション環境
の一つに非常に特定的な実施形態に対応するものであり、かつ現在公知であるか今後開発
されるかに関係なく、任意の種類のメディアプレゼンテーション装置の数および／または
位置および／または有無を変化させることにより、メディアプレゼンテーション環境の多
数の変形が可能であることは明らかである。したがって、多くのメディアプレゼンテーシ
ョン環境が多数の異なる種類のメディアプレゼンテーション装置を含むことは明らかであ
る。同様に、多くのメディアプレゼンテーション環境が多数の任意の種類のプレゼンテー
ション装置を含むことは明らかである。したがって、メディアプレゼンテーション環境表
示部６４に描かれたメディアプレゼンテーション環境は、多数の変動するメディアプレゼ
ンテーション環境の代表である。
【００６９】
　本発明に係るメディアプレゼンテーションを制作するためのシステムおよび方法の様々
な例示的実施形態では、メディアプレゼンテーションインタフェース６０は、統合プレゼ
ンテーション制作ツール用のポップアップダイアログボックスとして設計される。本発明
の様々な例示的実施形態では、メディアプレゼンテーションインタフェース６０が、グラ
フィカルユーザインタフェースを表示するいずれの公知または今後開発される手段によっ
てでもユーザに表示されることは明らかである。
【００７０】
　メディアプレゼンテーション環境表示部６４に描かれた線図的メディアプレゼンテーシ
ョン環境は、例示的メディアプレゼンテーション環境の二次元表示である。メディアプレ
ゼンテーション環境表示部５４に描かれたメディアプレゼンテーション環境は、同じ例示
的メディアプレゼンテーション環境の三次元表示である。本発明の様々な例示的実施形態
には、メディアプレゼンテーション環境の二次元表示を描くメディアプレゼンテーション
環境表示が含まれる。本発明の様々な例示的実施形態では、メディアプレゼンテーション
環境の三次元表示を描くメディアプレゼンテーション環境表示が含まれる。本発明の様々
な例示的実施形態では、メディアプレゼンテーション環境がメディアプレゼンテーション
環境の様々な部分の二次元および三次元表示の組合せとして描かれる、一つまたはそれ以
上のメディアプレゼンテーション環境表示が含まれる。
【００７１】
　本発明の様々な例示的実施形態では、メディアプレゼンテーションインタフェース６０
は、メディアプレゼンテーションインタフェース６０に対応する標識（インジケータ）を
選択することによって起動される。したがって、本発明の様々な例示的実施形態では、メ
ディアプレゼンテーションインタフェース６０は、プルダウンメニュからラベルを選択す
ることによって起動される。本発明の様々な例示的実施形態では、ユーザは、プルダウン
メニュの「カスタムアニメーション」ラベルを選択することによって、メディアプレゼン
テーションインタフェース６０を起動する。
【００７２】
　本発明の様々な例示的実施形態では、現在選択されているハイパースライドがハイパー
スライド表示部（スライドオブジェクトプレビュー部）２０に表示される。
【００７３】
　本発明の様々な例示的実施形態には、粒度レベル選択部６２が含まれる。メディアプレ
ゼンテーションインタフェース６０では、粒度レベル選択部６２は、メディアプレゼンテ
ーション環境表示部６４と、メディアプレゼンテーション制作インタフェース１０に対応
する上部との間に配置される。本発明の様々な例示的実施形態では、粒度レベル選択部６
２はメディアプレゼンテーションインタフェース６０内の異なる位置に配置される。
【００７４】
　様々な例示的実施形態では、粒度レベル選択部６２は粒度レベル選択ウィジェット６３
を含む。様々な例示的実施形態では、粒度レベル選択ウィジェットはバーである。本発明
の様々な例示的実施形態では、粒度レベル選択ウィジェット６３は、粒度レベルを選択す
るようなイベントを開始するためのいずれかの公知または今後開発されるグラフィカルユ
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ーザインタフェースの形式を取る。
【００７５】
　粒度レベルは、メディアプレゼンテーションの内容に関する詳細表示レベルに対応する
。したがって、様々な例示的実施形態では、粗レベルの粒度は、メディアプレゼンテーシ
ョンにおけるハイパースライドのリストに対応し、微細レベルの粒度はテキストボックス
、タイトル、または埋込みオブジェクトのような全てのプレゼンテーションユニットに対
応し、そのようなメディアアニメーションユニットの順序をリストする。本発明の様々な
例示的実施形態では、粒度レベル選択部６２は、粒度の１つまたは複数のレベルを表現す
る１つまたは複数のラベルを含む。様々な例示的実施形態では、粒度レベル選択部６２は
、粒度レベルを表現するラベル「微細」および「粗」を含む。様々な例示的実施形態では
、粒度レベル選択ウィジェット６３では三つ以上の粒度レベルを選択することができる。
【００７６】
　三つ以上の粒度レベルを選択することができる様々な例示的実施形態では、一方の極値
と他方の極値との間の各粒度レベルの詳細レベルは、前述した粒度レベルの二つの極値の
間で設定される。したがって、様々な例示的実施形態では、一つの粒度レベルは、一つの
グラフィカルユーザインタフェースのリストのプレゼンテーション内の全てのハイパース
ライドの表示、および別個のグラフィカルユーザインタフェースにリストされたハイパー
スライドのアニメーション順序に対応する。様々な例示的実施形態では、メディアアニメ
ーションユニットの順序およびメディアアニメーションユニットの他の性質は、粒度レベ
ル選択ウィジェット６３でも選択を変更することによって修正される。
【００７７】
　図３に示した例示的実施形態の追加的態様のさらなる詳細については、図４に関連して
以下で述べる。
【００７８】
　図４は、本発明に係るインターフェース装置が表示手段に表示させるメディアプレゼン
テーション制作インタフェースの第三の例示的実施形態の概略図である。この図中の一部
の要素は、他の図に関連して前述した要素と共通の番号が付されている。これらの要素の
重複説明は、簡潔にするために省く。
【００７９】
　図４は、メディアプレゼンテーション環境表示部７２を含むメディアプレゼンテーショ
ン制作インタフェース７０を示す。メディアプレゼンテーション環境表示部７２は、メデ
ィアプレゼンテーション環境のマルチビュー絵画的表示である。メディアプレゼンテーシ
ョン環境表示部７２は、メディアプレゼンテーション環境の正面からの表示７４およびメ
ディアプレゼンテーション環境の背面からの表示７６を含む。様々な例示的実施形態では
、表示がメディアプレゼンテーション環境の正面部分およびメディアプレゼンテーション
環境の背面部分の表示に分割された、メディアプレゼンテーション環境の三次元表示が含
まれる。様々な例示的実施形態では、表示がメディアプレゼンテーション環境の複数の部
分の表示に分割された、メディアプレゼンテーション環境の三次元表示が含まれる。
【００８０】
　メディアプレゼンテーションインタフェース６０および７０は、部分６４および７６で
実際のメディアプレゼンテーション環境に関する実際の情報を含むメディアプレゼンテー
ション環境の表示をユーザに提示する。したがって、本発明に係るメディアプレゼンテー
ションを制作するためのシステムおよび方法の様々な例示的実施形態には、メディアプレ
ゼンテーションが行なわれる実際の環境に対応するメディアプレゼンテーション環境表示
を備えたメディアプレゼンテーションインタフェースが含まれる。
【００８１】
　本発明に係るメディアプレゼンテーションを制作するためのシステムおよび方法の様々
な例示的実施形態では、ユーザは、例えばメディアプレゼンテーションインタフェース６
０または７０のようなメディアプレゼンテーションインタフェースを使用して、様々なメ
ディアプレゼンテーションユニットの時間的関係、効果、および／または別の特徴を定義
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する。本発明に係るメディアプレゼンテーションを制作するためのシステムおよび方法の
様々な例示的実施形態では、メディアプレゼンテーションユニットは、そのメディアプレ
ゼンテーション用にカスタマイズされたインタフェースにより編集される。したがって、
様々な例示的実施形態で、プレゼンテーションユニットとしての役割を果たすメディアプ
レゼンテーション装置が何らかの方法で選択される。
【００８２】
　図３および４に示した実施形態では、大きい中央のビデオスクリーン５７はホットスポ
ット５９に関して選択可能である。ホットスポット５９はグラフィカルユーザインタフェ
ースの一部分である。ホットスポットは出力装置の視覚的表示として定義される。様々な
例示的実施形態で、出力装置はディスプレイ、拡声スピーカ、プリンタ、ライト、ファン
、または本明細書で示すか、さもなければ現在公知または今後開発される、メディアプレ
ゼンテーション装置の他の任意の実施形態である。例示的ホットスポット５９のようなホ
ットスポットは、ユーザがプレゼンテーション環境に分散された様々な装置を参照するの
に有用である。
【００８３】
　様々な例示的実施形態で、ホットスポットは破線で示される。しかし、後述するように
、様々な例示的実施形態で、破線は、多少異なるが対応する意味を有する。したがって、
様々な例示的実施形態で、ホットスポットはプレゼンテーション環境部６４、７６の定義
された一部分であるが、その境界線の視覚的表示を伴わない。様々な例示的実施形態で、
ホットスポットの境界線は、プレゼンテーション環境部６４、７６内の対応するメディア
装置の視覚的画像に対応するように定義される。
【００８４】
　様々な例示的実施形態で、スライド、ビデオセグメント、およびビデオスクリーン上の
表示に適した他のメディアプレゼンテーションのためのプレゼンテーションユニットとし
て働く大きい中央のスクリーン５７は、ホットスポット５９によって示されたグラフィカ
ルユーザインタフェースの部分に対して動作することによって選択される。様々な例示的
実施形態で、ホットスポット５９は、ホットスポット５９と定義されたグラフィカルユー
ザインタフェースの部分内でマウスをクリックすることによって選択される。
【００８５】
　ホットスポット５９は、任意の形式のホットスポットの一例である。したがって、様々
な例示的実施形態で、ホットスポット５９に匹敵するホットスポットにはライト６９、拡
声スピーカ６８、およびプリンタ６６が含まれる。同様にして、様々な例示的実施形態で
、任意に与えられらメディアプレゼンテーション環境内の各メディアプレゼンテーション
要素に対して、ホットスポットが定義される。同様に、様々な例示的実施形態で、ウィジ
ェットに対して動作または選択するためのいずれかの公知または今後開発される方法を使
用して、ホットスポットに対応するメディアプレゼンテーション装置が起動または選択さ
れる。
【００８６】
　図１、３、および４は、スライドオブジェクトリストおよび選択ウィジェット部１４で
、ユーザが現在「テキスト５」と題するスライドで作業していることを示す。様々な例示
的実施形態で、ユーザが作業しているハイパースライドがメインディスプレイに表示され
る。様々な例示的実施形態で、選択されたディスプレイは、スライドオブジェクトプレビ
ュー部２０に対応する。図１、３、および４で、テキスト５のタイトルを有するオブジェ
クトがスライドアニメーション順序およびタイミングウィジェット部１２内で強調表示さ
れていることからも、ユーザがテキスト５と題するメディアプレゼンテーションオブジェ
クトで作業していることが明らかである。
【００８７】
　様々な例示的実施形態で、ホットスポット５９の破線の輪郭線は、スライドオブジェク
トリストおよび選択ウィジェット部１４および／またはスライドアニメーション順序およ
びタイミングウィジェット部１２で強調表示されているハイパースライドを表示するため
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に使用されるメディアプレゼンテーション装置に対応する。本発明に係るメディアプレゼ
ンテーションを制作するためのシステムおよび方法の様々な例示的実施形態で、メディア
プレゼンテーション環境表示部６４または７６内に一度に一つのホットスポットだけに破
線で輪郭線が描かれる。したがって、様々な例示的実施形態で、グラフィカル表示がメデ
ィアプレゼンテーションインタフェース６０、７０内に提供されることにより、メディア
プレゼンテーション装置をハイパースライドに対応させる関係が示される。
【００８８】
　図５は、本発明に係るインターフェース装置が表示手段に表示させるメディアプレゼン
テーション制作インタフェースの第四の例示的実施形態の概略図である。この図中の要素
の一部は、他の図に関連して前述した要素と共通の番号が付されている。これらの要素の
重複説明は、簡潔にするために省く。メディアプレゼンテーションインタフェース８０は
、メディアプレゼンテーション環境表示部８２、ハイパースライドリストウィジェット部
８４、およびメディアプレゼンテーション制作ウィジェット部８６を含む。
【００８９】
　メディアプレゼンテーション環境表示部８２は、メディアプレゼンテーション環境の三
次元の概略表示を含む。メディアプレゼンテーション環境表示部５４および７２とは異な
り、三次元メディアプレゼンテーション環境表示部８２は、メディアプレゼンテーション
環境の絵画的表示を含まない。様々な例示的実施形態で、ユーザは、例えば図５に示す例
示的実施形態のような三次元モデルで、任意の方向からのメディアプレゼンテーション環
境の表示を要求する。
【００９０】
　本発明に係るメディアプレゼンテーションを制作するためのシステムおよび方法の様々
な例示的実施形態で、メディアプレゼンテーション環境の三次元概略表示を含むメディア
プレゼンテーション環境表示を有するメディアプレゼンテーションインタフェースが提供
される。本発明に係るメディアプレゼンテーションを制作するためのシステムおよび方法
の様々な例示的実施形態で、メディアプレゼンテーション環境の三次元概略および二次元
概略の組合せを含むメディアプレゼンテーション環境表示を含むメディアプレゼンテーシ
ョンインタフェースが提供される。
【００９１】
　本発明に係るメディアプレゼンテーションを制作するためのシステムおよび方法の様々
な例示的実施形態で、メディアプレゼンテーション環境の二次元および三次元概略表示の
組合せおよび、メディアプレゼンテーション環境の三次元絵画的表示を有する、メディア
プレゼンテーション環境表示を含むメディアプレゼンテーションインタフェースが提供さ
れる。様々な例示的実施形態で、現在公知または今後開発されるメディアプレゼンテーシ
ョン環境の任意の形式の表示が使用されることを理解されたい。同様に、様々な例示的実
施形態で、現在公知または今後開発されるメディアプレゼンテーション環境の表示の任意
の組合せが使用されることを理解されたい。
【００９２】
　様々な例示的実施形態で、メディアプレゼンテーション環境表示部８２は、アドレス８
８を含む。様々な例示的実施形態で、アドレス８８は、メディアプレゼンテーション環境
表示部８２に対応する内容が位置する場所を指定する。
【００９３】
　様々な例示的実施形態で、メディアプレゼンテーション環境表示部８２は、オリエンテ
ーション（指向）ウィジェット９０を含む。様々な例示的実施形態で、オリエンテーショ
ンウィジェット９０は、メディアプレゼンテーション環境表示部８２内の視野の向きを指
示するために使用される。したがって、様々な例示的実施形態で、オリエンテーションウ
ィジェット９０はスクロールバーである。様々な例示的実施形態で、メディアプレゼンテ
ーション環境表示部８２に表示されたメディアプレゼンテーション環境の向きを変更する
イベントを開始することができる、現在公知または今後開発されるウィジェットが使用さ
れることを理解されたい。
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【００９４】
　図５のメディアプレゼンテーション環境表示部８２に示したメディアプレゼンテーショ
ン環境の斜視図では、ディスプレイスクリーン５６、５７および５８が見える。メディア
プレゼンテーション制作ウィジェット部８６は三つの列を含む。列は左ディスプレイ、メ
インディスプレイ、および右ディスプレイとラベル付けされている。これらの三つのラベ
ルは、ビデオスクリーン５６、５７および５８によって示されるディスプレイに対応する
記述的ラベルである。さらに具体的には、メディアプレゼンテーション制作ウィジェット
部８６のディスプレイ左の列は、ビデオスクリーン５６に対応する。同様に、メディアプ
レゼンテーション制作ウィジェット部８６のディスプレイメインの列は、ビデオスクリー
ン５７に対応する。同様に、メディアプレゼンテーション制作ウィジェット部８６のディ
スプレイ右の列は、ビデオスクリーン５８に対応する。
【００９５】
　様々な例示的実施形態で、メディアプレゼンテーション制作ウィジェット部８６はまた
、順序番号の列をも含む。順序番号のこの列は、メディアプレゼンテーション内の離散的
な時間に対応する。各昇順番号の単位は、列のより小さい番号の単位の後に続く時間に対
応する。メディアプレゼンテーションの時間は、プレゼンテーションの状態に対応する。
【００９６】
　様々な例示的実施形態で、メディアプレゼンテーション制作ウィジェット部８６は、ハ
イパースライドウィジェット９２を含む。各個別のハイパースライドウィジェット９２は
、メディアプレゼンテーションにおける所与のハイパースライドに対応する。様々な例示
的実施形態で、ハイパースライドウィジェット９２はハイパースライドの内容を視覚的に
示す。
【００９７】
　様々な例示的実施形態で、メディアプレゼンテーション制作ウィジェット部８６は、選
択指示部９４を含む。図示では、選択指示部９４は、メディアプレゼンテーションの時間
３の選択を示している。様々な例示的実施形態で、メディアプレゼンテーション制作ウィ
ジェット部８６のメディアプレゼンテーションの選択された部分は、選択されたハイパー
スライドウィジェット９２を、メディアプレゼンテーション環境表示部８２で、選択され
たハイパースライド９２の列に示されたものに対応するメディアプレゼンテーション装置
に表示させる。したがって、図示した実施形態では、時間３の最左端のハイパースライド
が、メディアプレゼンテーション環境表示部８２で左のビデオスクリーン５６に表示され
る。同様に、メディアプレゼンテーション制作ウィジェット部８６の時間３の中央のハイ
パースライド９２は、メディアプレゼンテーション環境表示部８２で中央のビデオスクリ
ーン５７に示される。同様に、メディアプレゼンテーション制作ウィジェット部８６の時
間３の最右端のハイパースライド９２は、メディアプレゼンテーション環境表示部８２で
最右端のビデオスクリーン５８に示される。
【００９８】
　様々な例示的実施形態で、メディアプレゼンテーション制作ウィジェット部８６の列の
数は、メディアプレゼンテーションインタフェース８０によって制御されるメディアプレ
ゼンテーション装置の数に対応する。様々な例示的実施形態で、メディアプレゼンテーシ
ョン制作ウィジェット部８６は、メディアプレゼンテーション装置に対応する列の全てを
同時に表示する。様々な例示的実施形態で、メディアプレゼンテーション制作ウィジェッ
ト部８６は、利用可能な列の一部を表示する。
【００９９】
　様々な例示的実施形態で、メディアプレゼンテーション制作ウィジェット部８６は、メ
ディアプレゼンテーション制作ウィジェット部における表示のために一つまたはそれ以上
のメディアプレゼンテーション装置の列を表示するためのオリエンテーションウィジェッ
トを含む。様々な例示的実施形態で、メディアプレゼンテーション制作ウィジェット部８
６は、オリエンテーションウィジェット９０のようなスクロールバーであるオリエンテー
ションウィジェットを含む。様々な例示的実施形態で、メディアプレゼンテーション制作
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ウィジェット部８６が、メディアプレゼンテーション制作ウィジェット部における表示の
ために一つまたはそれ以上のメディアプレゼンテーション装置の列を表示するための、任
意の現在公知または今後開発される形のグラフィカルユーザインタフェースによるオリエ
ンテーションウィジェットを含むことは明らかであろう。
【０１００】
　また、ハイパースライドウィジェット９２は、様々な例示的実施形態で、アニメーショ
ンスライドオブジェクトリストおよび選択ウィジェット部１４に示されているようなチェ
ックボックスであり、関連するハイパースライドオブジェクトプレビュー部はスライドプ
レビュー部２０と同様であることも明らかであろう。同様に、ハイパースライドの内容を
選択し描くための任意の現在公知または今後開発されるウィジェットが、本発明に係るメ
ディアプレゼンテーションを制作するためのシステムおよび方法の様々な例示的実施形態
で、メディアプレゼンテーション制作ウィジェット部８６に組み込まれることは明らかで
あろう。
【０１０１】
　様々な例示的実施形態で、ハイパースライドリストウィジェット部８４は、ハイパース
ライドウィジェット９２を含む。様々な例示的実施形態で、メディアプレゼンテーション
に含まれる全てのハイパースライドのためのハイパースライドウィジェット９２が、ハイ
パースライドリストウィジェット部８４に含まれる。様々な例示的実施形態で、ハイパー
スライドリストウィジェット部８４は、ハイパースライドリストウィジェット部８４に任
意の一時に表示される一つまたはそれ以上のハイパースライド９２より多数のハイパース
ライド９２から、一つまたはそれ以上のハイパースライド９２の表示を選択するためのオ
リエンテーションウィジェットをさらに含む。様々な例示的実施形態で、ハイパースライ
ドリストウィジェット部８４は、オリエンテーションウィジェット９０の場合に示したよ
うなスクロールバーであるオリエンテーションウィジェットを含む。
【０１０２】
　様々な例示的実施形態で、メディアプレゼンテーション制作ウィジェット部８６に表示
される列の数は可変である。様々な例示的実施形態で、ユーザは、表示される列を選択す
ることによって、メディアプレゼンテーション制作ウィジェット部８６に表示される列の
数を決定する。様々な例示的実施形態で、ユーザは、メディアプレゼンテーション環境表
示部８２内のメディアプレゼンテーション装置に対応するウィジェットに対して動作する
ことによって、メディアプレゼンテーション制作ウィジェット部８６に表示される列を選
択する。したがって、様々な例示的実施形態で、例えばビデオディスプレイスクリーン５
７に対応するホットスポットをクリックすることによって、メインディスプレイに対応す
る列がメディアプレゼンテーション制作ウィジェット部８６に追加される。さらに、様々
な例示的実施形態で、メディアプレゼンテーション制作ウィジェット部８６に表示される
列の数は、ユーザによって開始されるイベントに応答して動的に増減する。
【０１０３】
　様々な例示的実施形態で、ユーザは、ハイパースライド９２をハイパースライドリスト
ウィジェット部８４から、そのハイパースライドの内容を希望するメディアプレゼンテー
ションのメディア装置および時間に対応するメディアプレゼンテーション制作ウィジェッ
ト部８６内の列および行にドラッグすることによって、メディアプレゼンテーションを編
成する。本発明に係るメディアプレゼンテーションを制作するためのシステムおよび方法
の様々な例示的実施形態で、メディアプレゼンテーションは、メディアプレゼンテーショ
ン制作ウィジェット部８６内の一つの位置からメディアプレゼンテーション制作ウィジェ
ット部８６の別の位置にハイパースライド９２をコピーまたは移動することによって、さ
らに配列可能である。様々な例示的実施形態で、ハイパースライド９２の移動は、ハイパ
ースライド９２をドラッグしてドロップすることによって達成される。
【０１０４】
　様々な例示的実施形態で、ハイパースライド９２は、メディアプレゼンテーションイン
タフェース８０のコピーおよび／またはカットアンドペースト機能を起動することによっ
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て、移動またはコピーされる。ウィジェットを移動またはコピーするための任意の現在公
知または今後開発されるシステムまたは方法を様々な例示的実施形態で使用して、ハイパ
ースライド９２が、ハイパースライドリストウィジェット部８４またはメディアプレゼン
テーション制作ウィジェット部８６の一つの位置から、別の位置に移動またはコピーされ
ることは明らかであろう。
【０１０５】
　様々な例示的実施形態で、メディアプレゼンテーション制作ウィジェット部８６で、行
を選択する機能を実行し、次いでその行の内容をメディアプレゼンテーション制作ウィジ
ェット部８６の別の位置にカットまたはペーストする機能を実行することによって、行全
体が移動可能である。したがって、様々な例示的実施形態で、メディアプレゼンテーショ
ンのタイミングをメディアプレゼンテーション制作ウィジェット部８６内で再配列するこ
とができる。同様に、様々な例示的実施形態で、メディアプレゼンテーション制作ウィジ
ェット部８６内のハイパースライド９２の任意の考えられる幾何学的組合せまたは形状を
選択し、次いでメディアプレゼンテーション制作ウィジェット部８６内の一つの位置から
別の位置へコピーするか、またはカットしてペーストすることができる。様々な例示的実
施形態で、一つまたはそれ以上のウィジェットを選択するため、およびグラフィカルユー
ザインタフェース内の一つの位置から別の位置へウィジェットをコピーするかまたはカッ
トしてペーストするための、任意の現在公知または今後開発されるシステムまたは方法が
、本発明で使用されることは明らかであろう。
【０１０６】
　幾つか上述した例示的実施形態または類似の実施形態のいずれかに関連して、ユーザは
再生リストを編集する。再生リストとは、特定の状態ｔで装置ｈがハイパースライドｓを
再生することを定義する、状態インデックスｔ、ホットスポットｈ、およびハイパースラ
イドｓの関連付けである。したがって、様々な例示的実施形態で、マルチチャネルメディ
アプレゼンテーション用の再生リストは、状態インデックスのキーと関連付けられた順位
付けリストである。本発明に係るシステムおよび方法の様々な例示的実施形態で、複数の
ハイパースライドがそれぞれの出力装置に結び付けられかつ関連付けられて、様々な例示
的実施形態で再生機能によって再生される再生リストが形成される。
【０１０７】
　この要領で、様々な例示的実施形態で、ユーザは、メディアプレゼンテーション環境表
示部８２に見ることができるメディア装置でメディアプレゼンテーションをプレビューす
るように、メディアプレゼンテーション制作ウィジェット部８６内で選択部９４を徐々に
方向付ける。
【０１０８】
　様々な例示的実施形態で、本発明に係るメディアプレゼンテーションを制作するための
システムおよび方法は、任意の種類のハイパースライド９２を特定のメディアプレゼンテ
ーション装置に関連付けるための機能を含む。したがって、例えば、様々な例示的実施形
態で、テキストスライドまたはビデオクリップを含むハイパースライド９２が作成される
ときに、第１の（プライマリ）メディアプレゼンテーション装置、例えばビデオスクリー
ンがそのハイパースライド９２に関連付けられるものと定義される。この要領で、様々な
例示的実施形態で、テキストスライドまたはビデオクリップであるハイパースライド９２
がそれらの作成直後にメインディスプレイスクリーン５７に関連付けられる。
【０１０９】
　様々な例示的実施形態で、ユーザはハイパースライド９２の異なるメディア装置との関
連付けを再定義する。例えば、様々な例示的実施形態で、ハイパースライド９２の異なる
メディア装置との関連付けを再定義するために、ユーザは、所望のメディア装置に関連付
けられたホットスポットに対して動作することによって、ハイパースライドのメディア装
置との関連付けを再定義する。したがって、例えば、様々な例示的実施形態で、ユーザは
、ハイパースライドリストウィジェット部８４および／またはメディアプレゼンテーショ
ン制作ウィジェット部８６で一つまたはそれ以上の所望のハイパースライド９２を選択し
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、次いで例えばメディアプレゼンテーション環境表示８２でメインディスプレイスクリー
ン５７を取り囲む破線５９によって示されるホットスポットでマウスをクリックする。
【０１１０】
　様々な例示的実施形態で、プレゼンテーション環境の全ての制御可能な装置は、プレゼ
ンテーション環境表示６４、７２、８２でホットスポットにマッピングされる。
【０１１１】
　図６は、本発明に係るインターフェース装置が表示手段に表示させるメディアプレゼン
テーション制作インタフェースの第五の例示的実施形態の概略図である。図６は、ハイパ
ースライドリストウィジェット部１０２、メディア装置リストウィジェット部１０４、メ
ディアプレゼンテーション環境表示部１０６、およびメディアプレゼンテーション装置‐
時間表ウィジェット部１０８（制作部）を含むメディアプレゼンテーションインタフェー
ス１００を示す。様々な例示的実施形態で、メディアプレゼンテーション環境表示部１０
６は、メディアプレゼンテーション環境の正面図表示１１０およびメディアプレゼンテー
ション環境の背面図表示１１２を含む。様々な例示的実施形態で、メディアプレゼンテー
ション環境の正面図表示１１０およびメディアプレゼンテーション環境の背面図表示１１
２は、メディアプレゼンテーション装置に関連付けられた番号を含む。
【０１１２】
　様々な例示的実施形態で、メディアプレゼンテーション装置‐時間表ウィジェット部１
０８は、メディアプレゼンテーション環境表示部１０６で各メディアプレゼンテーション
装置に関連付けられた番号に従った各メディアプレゼンテーション装置の行を含む。様々
な例示的実施形態で、メディアプレゼンテーション装置‐時間表ウィジェット部１０８は
、メディアプレゼンテーションの離散的な時間、つまりメディアプレゼンテーションの状
態に対応する列を含む。様々な例示的実施形態で、メディアプレゼンテーション装置‐時
間表ウィジェット部１０８はウィジェット１１４を含む。様々な例示的実施形態で、メデ
ィアプレゼンテーション装置に対応する行とメディアプレゼンテーション中の特定の時間
に対応する列を横断するウィジェット１１４の存在は、メディアプレゼンテーション中の
その時間にそのメディアプレゼンテーション装置が起動することを示す。
【０１１３】
　様々な例示的実施形態で、ウィジェット１１４はバーである。様々な例示的実施形態で
、ウィジェット１１４を表すバーの長さは、バーの端部をドラッグアンドドロップするこ
とによって変更可能である。同様に、様々な例示的実施形態で、メディアプレゼンテーシ
ョンの様相は、メディアプレゼンテーション装置‐時間表ウィジェット部１０８内でウィ
ジェット１１４をドラッグしてドロップし、コピーし、かつ／またはカットおよびペース
トすることによって、変更可能である。
【０１１４】
　様々な例示的実施形態で、メディアプレゼンテーション装置‐時間表ウィジェット部１
０８は、メディアプレゼンテーションで使用される全てのメディア装置およびメディアプ
レゼンテーションの全ての時間を一度に見ることができる表示を含む。
【０１１５】
　様々な例示的実施形態で、メディアプレゼンテーション装置‐時間表ウィジェット部１
０８にはオリエンテーションウィジェット１１６が含まれる。様々な例示的実施形態で、
オリエンテーションウィジェット１１６はスクロールバーである。様々な例示的実施形態
で、オリエンテーションウィジェット１１６は、メディアプレゼンテーション装置‐時間
表ウィジェット部１０８の表示領域外のメディアプレゼンテーションの部分を表示するた
めに使用される。本発明に係るメディアプレゼンテーションを制作するためのシステムお
よび方法の様々な例示的実施形態で、オリエンテーションウィジェット１１６はいずれか
の現在公知または今後開発される形態を取り得ることが明らかであろう。
【０１１６】
　様々な例示的実施形態で、メディアプレゼンテーション環境表示部１０６はメディアプ
レゼンテーション環境の三次元表示である。様々な例示的実施形態で、メディアプレゼン
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テーション環境表示部１０６はメディアプレゼンテーション環境の二次元表示である。様
々な例示的実施形態で、メディアプレゼンテーション環境表示部１０６はメディアプレゼ
ンテーション環境の写真表示である。様々な例示的実施形態で、メディアプレゼンテーシ
ョン環境表示部１０６はメディアプレゼンテーション環境の線図表示である。様々な例示
的実施形態で、メディアプレゼンテーション環境表示部１０６はメディアプレゼンテーシ
ョン環境の一部分の二つ以上の表示を含む。様々な例示的実施形態で、メディアプレゼン
テーション環境表示部１０６には上記の任意の組合せが含まれる。
【０１１７】
　様々な例示的実施形態で、メディアプレゼンテーション装置リストウィジェット部１０
４は、一つまたはそれ以上のメディアプレゼンテーション装置ウィジェット１１８を含む
。様々な例示的実施形態で、各メディアプレゼンテーション装置ウィジェット１１８は特
定のメディアプレゼンテーション装置に対応する。様々な例示的実施形態で、メディアプ
レゼンテーション装置はディスプレイ、拡声スピーカ、カメラ、プリンタ、ライト、また
は任意の現在公知または今後開発されるメディアプレゼンテーション装置である。
【０１１８】
　ハイパースライドリストウィジェット部１０２はハイパースライドウィジェット１２０
を含む。様々な例示的実施形態で、各ハイパースライドはそれ自身のハイパースライドウ
ィジェット１２０を含む。様々な例示的実施形態で、ハイパースライドリストウィジェッ
ト部１０２は、全ての利用可能なハイパースライド用のハイパースライドウィジェット１
２０を表示する。様々な例示的実施形態で、ハイパースライドリストウィジェット部１０
２は、メディアプレゼンテーションに利用可能なハイパースライドの一部分だけを表示す
るハイパースライドウィジェット１２０を表示する。したがって、様々な例示的実施形態
で、ハイパースライドリストウィジェット部１０２はオリエンテーションウィジェット１
２２を含む。様々な例示的実施形態で、オリエンテーションウィジェット１２２はスクロ
ールバーである。様々な例示的実施形態で、オリエンテーションウィジェット１２２は、
グラフィカルユーザインタフェースで向きを変更することができる、任意の現在公知また
は今後開発されるウィジェットである。
【０１１９】
　様々な例示的実施形態で、ホットスポットは、各メディア装置についてメディアプレゼ
ンテーション環境表示部１０６で定義される。様々な例示的実施形態で、ユーザはマウス
でホットスポットの境界線をマーク付けすることによって、メディアプレゼンテーション
環境表示部１０６でホットスポットを定義する。様々な例示的実施形態で、ユーザは、所
望の種類のメディア装置に対応するメディア装置ウィジェット１１８を、メディア装置リ
ストウィジェット部１０４からメディアプレゼンテーション環境表示部１０６の定義され
たホットスポットにドラッグすることによって、メディアプレゼンテーション環境表示部
１０６内のホットスポットに関連付けられるメディア装置の種類を定義する。様々な例示
的実施形態で、ユーザは、ハイパースライドをハイパースライドリストウィジェット部１
０２から、メディアプレゼンテーション環境表示部１０６で定義されたホットスポットに
ドラッグする。様々な例示的実施形態で、ユーザがハイパースライドをハイパースライド
リストウィジェット部１０２からメディアプレゼンテーション環境表示部１０６内のホッ
トスポットにドラッグすると、そのハイパースライドウィジェット１２０に対応するハイ
パースライドについて、関連付けられたメディアディスプレイ装置に対応する行にウィジ
ェット１１４が追加される。様々な例示的実施形態で、ユーザは次いで、メディアプレゼ
ンテーション装置‐時間表ウィジェット部１０８でウィジェット１１４を調整することに
よって、選択されたハイパースライドの表示開始および終了時間を調整する。
【０１２０】
　上述の要領で、例えば様々な例示的実施形態で、装置‐時間表に書き込み、それを完成
することによって、マルチチャネルメディアプレゼンテーションが制作される。したがっ
て、様々な例示的実施形態で、例えばパワーポイントスライドのような全てのハイパース
ライドのために、個々のハイパースライド表示が生成される。様々な例示的実施形態で、
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生成されたハイパースライド表示は、プレゼンテーションを制作する間のドラッグアンド
ドロップ操作に使用される。本発明の様々な例示的実施形態で、プレゼンテーションを制
作する間のドラッグアンドドロップ操作は、例えばパワーポイントスライドのような様々
なハイパースライド用の一連のＪＰＥＧ形式（．ｊｐｇ）のサムネール画像を生成するこ
とによって達成される。したがって、本発明に係るシステムおよび方法の様々な例示的実
施形態で、ハイパースライドはＪＰＥＧ画像にマッピングされ、その逆もしかりである。
【０１２１】
　本発明に係る様々な例示的実施形態で、ハイパースライドは自然ファイルシステム（na
tural file-system）のファイルである。様々な例示的実施形態で、例えば実況ビデオカ
【０１２２】
メラおよびマイクロホンのような一部の入力元は、自然ファイルシステムファイルではな
い。したがって、本発明に係る様々な例示的実施形態で、特定のハイパースライドを表す
アイコンファイル（iconic file）が導入される。様々な例示的実施形態で、特定のハイ
【０１２３】
パースライドを表すアイコンファイルの導入は、ドラッグアンドドロップ機構の一貫した
セマンティクスを維持するために行なわれる。したがって、様々な例示的実施形態で、ユ
ーザはカメラを通常のファイルとして取り扱い、カメラを表すアイコンファイルをプレゼ
ンテーション環境表示部５４、６４、７２、８２、または１０６のディスプレイホットス
ポットにドラッグすることによって、カメラから送られる実況ビデオをディスプレイに表
示する。
【０１２４】
　図７は、本発明に係るインターフェース装置が表示手段に表示させるメディアプレゼン
テーションシミュレーションインタフェースの例示的実施形態の概略図である。メディア
プレゼンテーションシミュレーションインタフェース１３０は、実際のメディアプレゼン
テーション環境で完全に制作されたメディアプレゼンテーションの試験を容易にするよう
に設計された、メディアプレゼンテーションシミュレーションインタフェースである。多
くの場合、メディアプレゼンテーションを制作した後でそれを試験して、プレゼンテーシ
ョンが希望通りに動作することを確認することが有益であることは明らかである。
【０１２５】
　メディアプレゼンテーションインタフェース１３０は、メディアプレゼンテーション環
境表示部１３２、メディアプレゼンテーション概要（アウトライン）部１３４、およびメ
ディアプレゼンテーション移動ウィジェット部１３６を含む。様々な例示的実施形態で、
メディアプレゼンテーション概要部１３４は、メディアプレゼンテーションのリスト指定
部分を含む。様々な例示的実施形態で、メディアプレゼンテーション概要部１３４は、メ
ディアプレゼンテーションのリスト指定部分の一部分を強調表示する強調表示部１３８を
含む。
【０１２６】
　様々な例示的実施形態で、メディアプレゼンテーション移動ウィジェット部１３６は一
つまたはそれ以上の移動ウィジェット１４０を含む。様々な例示的実施形態で移動ウィジ
ェット１４０は矢印である。様々な例示的実施形態で、移動ウィジェットはメディアプレ
ゼンテーションの次および前の時間部分への移動を制御する。様々な例示的実施形態で、
メディアプレゼンテーションの次および前の時間部分は、メディアプレゼンテーション制
作ウィジェット部８６または１０８のようなメディアプレゼンテーション制作ウィジェッ
ト部の列または行に対応する。様々な例示的実施形態で、任意の現在公知または今後開発
される移動ウィジェットが移動ウィジェット１４０に使用されることは明らかである。
【０１２７】
　様々な例示的実施形態で、メディアプレゼンテーション環境表示部１３２は、メディア
プレゼンテーションをシミュレートするシミュレーションビデオを生成する。様々な例示
的実施形態で、メディアプレゼンテーション環境表示部１３２は、制作されたメディアプ
レゼンテーションの画像を関連付けられたメディアプレゼンテーション装置に対応する部
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分に合成により追加することによって、メディアプレゼンテーションのシミュレーション
ビデオを生成する。
【０１２８】
　様々な例示的実施形態で、プレビュー機能はプレゼンタに、メディアプレゼンテーショ
ンを改訂するための有用なフィードバックを提供する。様々な例示的実施形態で、プレビ
ュー機能はオフラインで作動する。すなわち、様々な例示的実施形態で、プレビュー機能
は実際のメディアプレゼンテーション環境現場に接続されない。様々な例示的実施形態で
、プレビュー機能はオンラインで作動する。すなわち、様々な例示的実施形態で、プレビ
ュー機能は実際のメディアプレゼンテーション環境現場に接続される。本発明の様々な例
示的実施形態で、次のプレビューオプション、すなわちレンダリング画像シーケンスモー
ド、ＶＲＭＬモード、および実況ビデオモードを含むが、それらに限定されない、幾つか
のプレビューオプションが提供される。
【０１２９】
　本発明の様々な例示的実施形態で、プレゼンテーションプレビュー機能の動作中に、レ
ンダリング画像シーケンスモードは、該当する場合、プレゼンテーション環境表示部の関
連メディアプレゼンテーション装置のホットスポットの領域に、ハイパースライドの画像
をレンダリングする。本発明の様々な例示的実施形態で、ホットスポットにハイパースラ
イドの画像をレンダリングすると、例えば実際のメディアプレゼンテーション環境現場で
実際のメディアプレゼンテーション中に関連メディアプレゼンテーション装置に表示され
るレンダリング画像のような、メディアプレゼンテーションの対応する部分が示される。
【０１３０】
　本発明の様々な例示的実施形態で、プレゼンテーションプレビュー機能の動作中に、Ｖ
ＲＭＬモードは、メディアプレゼンテーションの三次元モデルプレビューをユーザに提供
する。様々な例示的実施形態で、ＶＲＭＬモードのプレゼンテーションプレビューは、プ
レゼンテーション環境の絵画的画像を三次元モデルに置換する。様々な例示的実施形態で
、ＶＲＭＬモードのプレゼンテーションプレビューは、ユーザがプレゼンテーション効果
を観察する視点を変更することを可能にする。様々な例示的実施形態で、ユーザはポップ
アップメニューにより、プレゼンテーション効果を観察する視点を変更する。様々な例示
的実施形態で、ユーザはプレゼンテーションプレビューでズームインおよびズームアウト
機能も実行する。様々な例示的実施形態で、ユーザは、ＶＲＭＬモードのプレゼンテーシ
ョンプレビューの様々な実施形態の様々な機能および特徴を用いて、制作したメディアプ
レゼンテーションの詳細および概観を検査する。
【０１３１】
　本発明の様々な例示的実施形態で、実況ビデオモードによるプレゼンテーションプレビ
ュー機能の動作中に、プレゼンテーション環境表示部は、実際のメディアプレゼンテーシ
ョン環境会場に取り付けられたカメラによって捕捉された実況ビデオを映写する。したが
って、様々な例示的実施形態で、メディアプレゼンテーションのプレゼンタは、一つまた
はそれ以上のメディアプレゼンテーションの実際の効果として、メディアプレゼンテーシ
ョンの希望する部分をリアルタイムで見る。したがって、様々な例示的実施形態で、本発
明のシステムおよび方法は、実況ビデオモードで電話会議ツールとして使用される。した
がって、様々な例示的実施形態で、実況ビデオモードでのプレゼンテーションプレビュー
で、プレゼンテーションのプレゼンタは、遠隔地の視聴者に、視聴者から遠く離れた実際
のメディアプレゼンテーション環境会場の実況ビデオを見ることを含めた、実況メディア
プレゼンテーションを提供する。
【０１３２】
　様々な例示的実施形態で、プレビュー機能は、本明細書で記載するメディアプレゼンテ
ーション制作インタフェースの例示的実施形態を含むがそれらに限定されない、メディア
プレゼンテーション制作インタフェースの任意の実施形態に含まれる。
【０１３３】
　本発明に係るメディアプレゼンテーションを制作するためのシステムおよび方法の様々
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な例示的実施形態で、メディアプレゼンテーションシステムはメディアプレゼンテーショ
ン環境に直接接続され、ユーザはメディアプレゼンテーション環境のメディア装置上でメ
ディアプレゼンテーションを直接見ることができる。
【０１３４】
　本発明に係るメディアプレゼンテーションを制作するためのシステムおよび方法の様々
な例示的実施形態で、メディアプレゼンテーション構成要素時間関係部が、メディアプレ
ゼンテーション制作部として使用される。本発明に係るメディアプレゼンテーションを制
作するためのシステムおよび方法の様々な例示的実施形態で、本明細書で記載する例示的
メディアプレゼンテーション環境表示部のようなメディアプレゼンテーション環境表示部
が、メディアプレゼンテーション制作部として使用される。したがって、例えば、様々な
例示的実施形態で、ハイパースライドがメディアプレゼンテーション環境表示部の関連メ
ディアプレゼンテーション装置にドラッグされる。本発明に係るメディアプレゼンテーシ
ョンを制作するためのシステムおよび方法の様々な例示的実施形態で、メディアプレゼン
テーション構成要素時間関係部およびメディア環境表示部の両方がメディアプレゼンテー
ション制作部として使用される。
【０１３５】
　本発明は、プレゼンタが、改善された魅力あるメディアプレゼンテーションのために、
ハイパースライドまたはそれより小さいプレゼンテーションユニットを様々なディスプレ
イ上で容易に組み合わせて調整することを可能にする。本発明に係るメディアプレゼンテ
ーションを制作するためのシステムおよび方法は、照明効果、周囲の音を含む音響効果、
印刷効果、送風機、スプリンクラ、および他の特別に設計されたアーティキュレータ、立
体プロジェクタ、遠隔サイトへの実況カメラ接続、および任意の他の現在公知または今後
開発されるメディアプレゼンテーション装置または効果を制御することを可能にする。
【０１３６】
　図８は、本発明に係るメディアプレゼンテーション制作方法の例示的実施形態である。
ステップＳ１００から始まり、制御はステップＳ２００に進み、そこでメディアプレゼン
テーション環境表示でのプレゼンテーションユニット用の物理的装置が選択される。次に
、ステップＳ３００で、プレゼンテーションユニットの視覚的表示が操作される。次いで
、ステップＳ４００で、プレゼンテーションユニットの表示内容（ディスプレイ）が記憶
媒体に記録される。次いで動作はステップＳ４５０に続く。
【０１３７】
　ステップＳ４５０で、他にのプレゼンテーションユニットが存在するかどうかの評価が
実行される。評価の結果が、他にプレゼンテーションユニットが存在するという判定であ
った場合には、動作はステップＳ２００に戻り、他のプレゼンテーションユニットについ
てプロセスが繰り返される。ステップＳ４５０の評価の結果が、他にプレゼンテーション
ユニットが存在しないということであった場合、動作はステップＳ５００に続く。
【０１３８】
　ステップＳ５００で、プレゼンテーションがプレビューされる。様々な例示的実施形態
で、プレゼンテーションは拡張現実環境でプレビューされる。拡張現実環境とは、実世界
と仮想世界が画像内で組み合わされた環境である。したがって、例えば、絵画的（pictor
ial）性質のプレゼンテーション環境の表示は、ホットスポット、破線アウトライン、円
【０１３９】
、数字、およびその上に合成される他の画像と組み合わされたときに、拡張現実を形成す
る。様々な例示的実施形態で、プレゼンテーションは仮想現実環境でプレビューされる。
様々な例示的実施形態で、仮想現実環境はグラフィックスベースである。様々な例示的実
施形態で、プレビュー表示は、シミュレートされたプレゼンテーション環境に表示される
シミュレートされたプレゼンテーションである。様々な例示的実施形態で、プレゼンテー
ションは、仮想現実環境および拡張現実環境の組合せを含む、シミュレートされたプレゼ
ンテーション環境でプレビューされる。
【０１４０】
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　次いで制御はステップＳ６００に進み、そこで該方法の動作は停止する。
【０１４１】
　図９は、本発明に従って制作されたメディアプレゼンテーションを再生するメディアプ
レゼンテーション再生モデルの例示的実施形態の概略図である。
【０１４２】
　メディアプレゼンテーション再生モデル１４１はマスタコンピュータ１４２および遠隔
（リモート）制御エージェント１４４、１４５、１４６および１４７を含む。遠隔制御エ
ージェント１４４、１４５、１４６および１４７は、本明細書で示したメディアプレゼン
テーション装置を含むがそれらに限定されない、いかなるメディアプレゼンテーション装
置にも対応する。したがって、様々な例示的実施形態で、図９に示すように、遠隔制御エ
ージェント１４４はディスプレイに対応し、遠隔制御エージェント１４５は拡声スピーカ
に対応し、遠隔制御エージェント１４６はプリンタに対応し、遠隔制御エージェント１４
７は何らかの形態の照明に対応する。
【０１４３】
　本発明に係るシステムおよび方法の様々な例示的実施形態で、本発明に関係するコンピ
ュータプログラムはマスタコンピュータ１４２で動作する。様々な例示的実施形態で、マ
スタコンピュータ１４２は、制作されたメディアプレゼンテーションを発表する役割のプ
レゼンタによって操作される。様々な例示的実施形態で、マスタコンピュータ１４２は、
制作されたメディアプレゼンテーションのプレゼンタが位置する任意の位置に配置される
。
【０１４４】
　様々な例示的実施形態で、複数のコンピュータが、本発明に対応するソフトウェアを実
行する。様々な例示的実施形態で、一つまたはそれ以上の遠隔制御エージェント１４４、
１４５、１４６および１４７が、本発明に対応するプログラムを実行するコンピュータに
接続される。様々な例示的実施形態で、複数の遠隔制御エージェントの全てが、本発明に
対応するプログラムを実行する一つまたはそれ以上のコンピュータに接続される。様々な
例示的実施形態で、遠隔制御エージェントのうち、一つまたはそれ以上の遠隔制御エージ
ェント１４４，１４５、１４６および１４７が、本発明に関係するコンピュータプログラ
ムを実行しているマスタコンピュータ１４２に接続される。
【０１４５】
　本発明のシステムおよび方法の様々な例示的実施形態で、制作されたメディアプレゼン
テーションのプレゼンタがページダウンキーを押すと、同じ状態インデックスをもつ全て
の状態、ホットスポット、ハイパースライドの関連付けが検査される。対照的に、単一チ
ャネルプレゼンテーションツールは往々にして、ページダウンキーが押されたときに、ス
ライドを一つのディスプレイ上で前に進めるだけである。本発明に係るシステムおよび方
法の様々な例示的実施形態では、制作されたメディアプレゼンテーションのプレゼンタが
ページダウンキーを押すと、対応する再生コマンドが全ての関連する遠隔制御エージェン
ト１４４，１４５、１４６および１４７に送られる。様々な例示的実施形態で、遠隔制御
エージェント１４４、１４５、１４６および１４７は次に、取り付けられたメディアプレ
ゼンテーション装置を制御する。
【０１４６】
　したがって、本発明に係るシステムおよび方法の様々な例示的実施形態で、制作された
メディアプレゼンテーションは、一回のキーストロークまたは一回のマウスクリックによ
り、あるいは他の簡単な動作またはステップにより、複数のメディアプレゼンテーション
装置を制御するプレゼンテーションのプレゼンタによって再生される。
【０１４７】
　図１０は、本発明に係る統合メディアプレゼンテーション制作システム（アーキテクチ
ャ）の例示的実施形態の概略図である。
【０１４８】
　統合メディアプレゼンテーション制作システムアーキテクチャ１５０は、メディアプレ
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ゼンテーション制作、プレゼンテーション、およびプレビューソフトウェアコンポーネン
ト１５２、ならびに一つまたはそれ以上の遠隔制御エージェント１５４を含む。メディア
プレゼンテーション制作、プレゼンテーション、およびプレビューソフトウェアコンポー
ネント１５２は、ホットスポット管理コンポーネント１５６、ハイパースライド管理コン
ポーネント１５８、タイムライン管理コンポーネント１６０、再生リストコンポーネント
１６２、プレゼンテーションプレビューコンポーネント１６４、およびプレゼンテーショ
ン再生コンポーネント１６６を含む。様々な例示的実施形態で、プレゼンテーションプレ
ビューコンポーネント１６４およびプレゼンテーション再生コンポーネント１６６は、再
生リストコンポーネント１６２の内容を読み出し、再生リストコンポーネント１６２から
例えば本明細書で記載した関連付けのような関連付けを抽出し、制作メディアプレゼンテ
ーション動作に対応する動作コマンドを一つまたはそれ以上の遠隔制御エージェント１５
４に送る。
【０１４９】
　様々な例示的実施形態で、遠隔制御エージェント１５４は、制作されたメディアプレゼ
ンテーションで使用される一つまたはそれ以上のメディアプレゼンテーション装置が接続
された全てのコンピュータで作動する。様々な例示的実施形態で、一つまたはそれ以上の
遠隔制御エージェント１５４は、遠隔制御エージェント１５４を実行している各コンピュ
ータの予め定められたポートで、制作されたメディアプレゼンテーションを監視する。様
々な例示的実施形態で、一つまたはそれ以上の遠隔制御エージェント１５４は、メディア
プレゼンテーション制作、再生およびプレビューソフトウェアコンポーネント１５２によ
って送られる動作コマンドを受け取る。様々な例示的実施形態で、動作コマンドを受け取
ると、一つまたはそれ以上の遠隔制御エージェント１５４は外部アプリケーションを起動
して、対応するメディアプレゼンテーション装置のための一つまたはそれ以上の出力を生
成する。様々な例示的実施形態で、一つまたはそれ以上の遠隔制御エージェント１５４は
、アプリケーション呼び出し器１６８に関連して外部アプリケーションを起動する。
【０１５０】
　様々な例示的実施形態で、パワーポイントスライドをハイパースライドの一例として挙
げると、一つまたはそれ以上の遠隔制御エージェント１５４は、マイクロソフトオートメ
ーションテクノロジー（Microsoft automation technology）の自動化技術のような自動
【０１５１】
化技術を使用して、例えばマイクロソフトパワーポイントＸＰ（Ｒ）のようなソフトウェ
アパッケージを自動化する。様々な例示的実施形態で、一つまたはそれ以上の遠隔制御エ
ージェント１５４は、ディスプレイ上で全画面ハイパースライドを表示するために、自動
化技術を使用する。
【０１５２】
　様々な例示的実施形態で、メディアプレゼンテーション制作、再生、およびプレビュー
コンポーネント１５２は、ドラッグアンドドロップサポートコンポーネント１７０、ホッ
トスポットマッピングコンポーネント１７２、ＶＲＭＬサーバコンポーネント１７４、ビ
デオサーバコンポーネント１７６、パワーポイントファイル変換コンポーネント１７８、
入力装置管理コンポーネント１８０、およびオートルールコンポーネント１８２とインタ
フェースするか、またはそれらを含む。ドラッグアンドドロップサポートコンポーネント
１７０、ホットスポットマッピングコンポーネント１７２、ＶＲＭＬサーバコンポーネン
ト１７４、ビデオサーバコンポーネント１７６、パワーポイントファイル変換コンポーネ
ント１７８、入力装置管理コンポーネント１８０、およびオートルールコンポーネント１
８２とインターフェースするか、あるいはこれらを含み、これらは本明細書に記載した本
発明の様々な態様を実現するために利用される。
【０１５３】
　以上に概説した例示的実施形態に関連して、本発明を説明した。公知であるかそれとも
現在予見できないかに関係なく、様々な代替例、変化例、変形例、および／または改善は
本発明の精神および範囲に含まれる。したがって、上述した本発明の例示的実施形態は例
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証であって、限定する意図はない。本発明の精神および範囲から逸脱することなく、様々
な変化を施すことができる。したがって、本発明は全ての公知または今後開発される代替
例、変化例、変形例、および／または改善を包含することを意図する。
【図面の簡単な説明】
【０１５４】
【図１】市販のメディアプレゼンテーション制作インタフェースの概略図である。
【図２】本発明に係るインターフェース装置が表示手段に表示させるメディアプレゼンテ
ーション制作インタフェースの一つの例示的実施形態の概略図である。
【図３】本発明に係るインターフェース装置が表示手段に表示させるメディアプレゼンテ
ーション制作インタフェースの第二の例示的実施形態の概略図である。
【図４】本発明に係るインターフェース装置が表示手段に表示させるメディアプレゼンテ
ーション制作インタフェースの第三の例示的実施形態の概略図である。
【図５】本発明に係るインターフェース装置が表示手段に表示させるメディアプレゼンテ
ーション制作インタフェースの第四の例示的実施形態の概略図である。
【図６】本発明に係るインターフェース装置が表示手段に表示させるメディアプレゼンテ
ーション制作インタフェースの第五の例示的実施形態の概略図である。
【図７】本発明に係るインターフェース装置が表示手段に表示させるメディアプレゼンテ
ーションシミュレーションインタフェースの例示的実施形態の概略図である。
【図８】本発明に係るメディアプレゼンテーション制作方法の例示的実施形態のフローチ
ャートである。
【図９】本発明に従って制作されたメディアプレゼンテーションを再生するメディアプレ
ゼンテーション再生モデルの例示的実施形態の概略図である。
【図１０】本発明に係る統合メディアプレゼンテーション制作システムの例示的実施形態
の概略図である。
【符号の説明】
【０１５５】
１０　メディアプレゼンテーション制作インタフェース（従来技術）
１２　アニメーション順序およびタイミングウィジェット部
１４　アニメーションスライドオブジェクトリストおよび選択ウィジェット部
１６　アニメーション開始ウィジェット部
１８　コントロールタブ
２０　スライドオブジェクトプレビュー部
４０　メディアプレゼンテーション制作インタフェース（第１の実施形態）
５４　プレゼンテーション環境表示部
５９　ホットスポット
６０　メディアプレゼンテーション制作インタフェース（第２の実施形態）
６２　粒度レベル選択部
７０　メディアプレゼンテーション制作インタフェース（第３の実施形態）
７２　メディアプレゼンテーション環境表示部
８０　メディアプレゼンテーションインタフェース（第４の実施形態）
８２　メディアプレゼンテーション環境表示部
８４　ハイパースライドリストウィジェット部
８６　メディアプレゼンテーション制作ウィジェット部
１００　メディアプレゼンテーションインタフェース（第５の実施形態）
１０２　ハイパースライドリストウィジェット部
１０４　メディア装置リストウィジェット部
１０６　メディアプレゼンテーション環境表示部
１０８　メディアプレゼンテーション装置‐時間表ウィジェット部
１３０　メディアプレゼンテーションシミュレーションインタフェース
１３２　メディアプレゼンテーション環境表示部
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１３４　メディアプレゼンテーション概要部
１３６　メディアプレゼンテーション移動ウィジェット部
１３８　強調表示部
１４１　メディアプレゼンテーション再生モデル
１４２　マスタコンピュータ
１５０　統合メディアプレゼンテーション制作システム（アーキテクチャ）
１５２　メディアプレゼンテーション制作、プレゼンテーション、およびプレビューソフ
トウェアコンポーネント
１５４　遠隔制御エージェント

【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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