
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　作成時間によって分類される個人デジタルメディアを記憶するためのメモリと、
　プレゼンテーションの継続時間と時間的範囲を設定するための設定手段と、
　

　

　

　

　前記時間的範囲に対応する一般デジタルメディアを一般デジタルメディアソースからリ
クエストするためのリクエスト手段と、
　前記一般デジタルメディアソースから一般デジタルメディアを受信するための受信手段
と、
　受信した一般デジタルメディアと前記抽出手段により抽出された個人デジタルメディア
の一部とを結合して前記継続時間のプレゼンテーションを作成する結合器とからなること
を特徴とするマルチメディアプレゼンテーション作成装置。
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前記継続時間の全体から個人デジタルメディアの部分の時間を算出する第１の算出手段
と、

個人デジタルメディアの前記時間的範囲における各分割期間の比率を、前記時間的範囲
にわたって作成された個人デジタルメディアの時間総量に対する、各分割期間に作成され
た個人デジタルメディアの時間量から算出する第２の算出手段と、

前記プレゼンテーションにおける各分割期間の時間量を前記第１の算出手段の出力と前
記第２の算出手段の出力とから算出する第３の算出手段と、

各分割期間に対して前記第３の算出手段から出力された時間量の各分割期間の個人デジ
タルメディアを抽出する抽出手段と、



【請求項２】
　前記個人デジタルメディアは、前記個人デジタルメディア作成時に前記個人デジタルメ
ディアに埋め込まれていたタイムスタンプのメタデータに基づいて分類されることを特徴
とする請求項１記載のマルチメディアプレゼンテーション作成装置。
【請求項３】
　前記メタデータには、前記個人デジタルメディアが作成されたときに前記個人デジタル
メディアに埋め込まれた位置データが含まれ、前記リクエスト手段は、前記位置データに
よって示される位置に関する一般デジタルメディアを前記一般デジタルメディアソースか
らリクエストすることを特徴とする請求項２記載のマルチメディアプレゼンテーション作
成装置。
【請求項４】
　前記抽出手段によって抽出された個人デジタルメディアと前記一般デジタルメディアソ
ースからの一般デジタルメディアのうちの一方は音楽を含み、前記結合器は前記個人デジ
タルメディアと一般デジタルメディアとを結合して、音楽のテンポに応じた長さのクリッ
プとすることを特徴とする請求項１記載のマルチメディアプレゼンテーション作成装置。
【請求項５】
　前記設定手段は、個人デジタルメディアと一般デジタルメディアの比をユーザからの入
力に基づいて設定することを特徴とする請求項１記載のマルチメディアプレゼンテーショ
ン作成装置。
【請求項６】
　作成時間によって分類される個人デジタルメディアを記憶し、
　プレゼンテーションの継続時間と時間的範囲を設定し、
　
　

　

　
　前記時間的範囲に対応する一般デジタルメディアを一般デジタルメディアソースからリ
クエストし、
　前記一般デジタルメディアソースから一般デジタルメディアを受信し、
　 を結合して
前記継続時間のプレゼンテーションを作成する
　ステップを含むことを特徴とするマルチメディアプレゼンテーション作成方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
　本発明は、記録されているオーディオデータ若しくはビデオデータからマルチメディア
プレゼンテーションを作成するための装置 に関する。
【０００２】
【従来の技術】
記録されているオーディオデータ若しくはビデオデータからマルチメディアプレゼンテー
ションを作成するための応用ソフトウエアは従来より知られている。この種のソフトウエ
アをパーソナルコンピュータ上で起動すると、そのソフトウエアを表すアイコンが表示さ
れる。表示されたアイコンの上にオーディオファイル若しくはビデオファイルを表すアイ
コンをマウスを使ってドラッグすると、オーディオ若しくはビデオファイル中のデータの
任意の部分が複数抽出され、抽出された部分が結合されたマルチメディアプレゼンテーシ
ョンが作成される。
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前記継続時間の全体から個人デジタルメディアの部分の時間を算出し、
個人デジタルメディアの前記時間的範囲における各分割期間の比率を、前記時間的範囲

にわたって作成された個人デジタルメディアの時間総量に対する、各分割期間に作成され
た個人デジタルメディアの時間量から算出し、

前記プレゼンテーションにおける各分割期間の時間量を、個人デジタルメディアの部分
の時間と個人デジタルメディアの前記時間的範囲における各分割期間の比率とから算出し
、

各分割期間に対して算出された時間量の各分割期間の個人デジタルメディアを抽出し、

受信した一般デジタルメディアと抽出された個人デジタルメディアの一部と

および方法



【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、上記のようにして作成されたプレゼンテーションのビデオクリップはラン
ダムに配列されているので、そのプレゼンテーションには時間的観念が欠落している。ま
た、用途が主として個人向けであるため、オーディオファイル若しくはビデオファイルに
含まれる情報量は制限されたものとなっている。従って、これらのファイルを元に作成さ
れたプレゼンテーションはその題材が極めて限定的なものとなっている。
本発明の目的は、上記従来技術の問題点を解決することにあり、幅広い題材を時間と関連
づけて取り扱うことが可能なマルチメディアプレゼンテーション用の装置を提供すること
にある。
【０００４】
【課題を解決するための手段】
　上記目的を達成するために、マルチメディアプレゼンテーション作成装置は、メモリと
、設定手段と、 抽出手段と、
リクエスト手段と、受信手段及び結合器とを有する。メモリは、作成時間によって分類さ
れる個人デジタルメディアを記憶するためのものである。設定手段は、プレゼンテーショ
ンの継続時間と時間的範囲を設定するためのものである。

抽出手段は、

リクエスト手段は、前記時間的範囲に対応する一般デジタ
ルメディアを一般デジタルメディアソースからリクエストするためのものである。受信手
段は、前記一般デジタルメディアソースから一般デジタルメディアを受信するためのもの
である。結合器は、受信した一般デジタルメディアと前記抽出手段により抽出された個人
デジタルメディアの一部とを結合してプレゼンテーションを作成するためのものである。
【０００５】
　上記構成により、プレゼンテーションは同じ時間的範囲に属する デジタルメディア
と一般デジタルメディアとを同期した状態で含むことになる。ユーザが行う幾つかの設定
に基づく、プレゼンテーションの作成は完全に自動化されたものとなる。
【０００６】
　前記 デジタルメディアは、前記 デジタルメディア作成時に前記 デジタルメ
ディアに埋め込まれていたタイムスタンプのメタデータに基づいて分類されることが望ま
しい。この種のタイムスタンプは、たいていのデジタルコンテンツに対しては利用するこ
とができるので、この場合同期させるのが便利である。
【０００７】
　また、前記メタデータには、前記 デジタル が作成されたときに前記 デ
ジタルメディアに埋め込まれた位置データが含まれ、前記リクエスト手段は、前記位置デ
ータによって示される位置に関する デジタルメディアを前記一般デジタルメディアソ
ースからリクエストすることが望ましい。かかる構成により、プレゼンテーションはより
詳細となり、 デジタルメディアの背景がわかるようになる。
【０００８】
　前記抽出手段によって抽出された デジタルメディアと前記一般デジタルメディアソ
ースからの一般デジタルメディアのうちの一方は音楽を含み、前記結合器は前記 デジ
タルメディアと一般デジタルメディアとを結合して、音楽のテンポに応じた長さのクリッ
プとするのが望ましい。かかる構成により、プレゼンテーションの視覚的部分と聴覚的部
分とが同じスタイルで調和することになる。
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第１の算出手段と、第２の算出手段と、第３の算出手段と、

第１の算出手段は、前記継続時
間の全体から個人デジタルメディアの部分の時間を算出するためのものである。第２の算
出手段は、個人デジタルメディアの前記時間的範囲における各分割期間の比率を、前記時
間的範囲にわたって作成された個人デジタルメディアの時間総量に対する、各分割期間に
作成された個人デジタルメディアの時間量から算出するためのものである。第３の算出手
段は、前記プレゼンテーションにおける各分割期間の時間量を前記第１の算出手段の出力
と前記第２の算出手段の出力とから算出するためのものである。 各分割期間
に対して前記第３の算出手段から出力された時間量の各分割期間の個人デジタルメディア
を抽出するためのものである。

個人

個人 個人 個人

個人 メディア 個人

一般

個人

個人
個人



【００１０】
　前記設定手段は、個人デジタルメディアと一般メディアの比をユーザからの入力に基づ
いて設定するのが望ましい。かかる構成により、ユーザはよりよいプレゼンテーションの
模様分けとすることができる。
　本発明の一側面のマルチメディアプレゼンテーション作成方法は、作成時間によって分
類される個人デジタルメディアを記憶し、プレゼンテーションの継続時間と時間的範囲を
設定し、

前記時間的範囲に対応する一般デジタルメディアを一般
デジタルメディアソースからリクエストし、前記一般デジタルメディアソースから一般デ
ジタルメディアを受信し、

を結合して前記継続時間のプレゼンテーションを作成する。
【００１１】
【発明の実施の形態】
次に、本発明の実施の形態によるマルチメディアプレゼンテーションを作成するためのシ
ステムについて添付図面を参照しながら説明する。
【００１２】
図１に示されているように、本実施の形態に係わるシステム１は、演算装置３０，一般メ
ディアサーバ２００及びコンテンツパートナ２２０，２３０，２４０から構成されている
。演算装置３０にはデジタルビデオカメラ１０，入力装置１２０及びディスプレイ１３０
が接続されている。演算装置３０はまた他のパーナルネットワーク機器２５にホームネッ
トワーク２０を介して接続されると共に、一般メディアサーバ２００にインターネットの
ような公衆ネットワーク１４０を介して接続されている。前記他のパーソナルネットワー
ク機器２５の例としては、ミニディスクレコーダ・プレーヤ、ＤＶＤプレーヤ、ビデオ・
オン・デマンド・プレーヤやＭＰ３プレーヤがある。一般メディアサーバ２００は、ネッ
トワーク２１０を介してコンテンツパートナ２２０，２３０及び２４０に接続されている
。
【００１３】
図２に示されているように、デジタルカメラ１０は、撮像装置１１，中央演算装置（ＣＰ
Ｕ）１２，メモリ１３，クロック１４，インターフェース（Ｉ／Ｆ）１５及び音声記録装
置１６から構成されている。撮像装置１１は撮像し、撮像した画像を公知の処理によって
デジタルビデオデータに変換する。同時に、音声記録装置１６は録音し、それを公知の処
理によってデジタルオーディオデータに変換する。デジタルオーディオデータとデジタル
ビデオデータは図示しないマルチプレクサで多重化される。以下、多重化されたデータを
個人メディアデータと呼ぶ。ＣＰＵ１２は個人メディアデータ中にメタデータを埋め込む
。メタデータにはクロック１４からのクロック信号に基づいて作成された個人メディアデ
ータの作成時間が含まれる。ＣＰＵ１２はメモリ１３にその個人メディアデータを格納す
る。
【００１４】
演算装置３０は、メディアデータ交換インターフェースコントローラ４０，メモリ５０，
ネットワークコントローラ６０，プロセッサ７０，グラフィックコントローラ８０，入力
装置コントローラ９０，ハードディスクコントローラ１００及びハードディスク１１０を
備えている。ハードディスク１１０には、ホームネットワーク２０，公衆ネットワーク１
４０を介して種々のデータを送受信しデジタルカメラ１０の個人メディアデータを受け取
るためのソフトウエアが格納されている。ハードディスク１１０には、プレゼンテーショ
ン作成プログラムを実行するソフトウエアも格納されている。このプログラムについては
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前記継続時間の全体から個人デジタルメディアの部分の時間を算出し、個人デジ
タルメディアの前記時間的範囲における各分割期間の比率を、前記時間的範囲にわたって
作成された個人デジタルメディアの時間総量に対する、各分割期間に作成された個人デジ
タルメディアの時間量から算出し、前記プレゼンテーションにおける各分割期間の時間量
を、個人デジタルメディアの部分の時間と個人デジタルメディアの前記時間的範囲におけ
る各分割期間の比率とから算出し、各分割期間に対して算出された時間量の各分割期間の
個人デジタルメディアを抽出し、

受信した一般デジタルメディアと抽出された個人デジタルメデ
ィアの一部と



、図４に示したフローチャートを参照しながら後述する。
【００１５】
演算装置３０にはカレンダー機能と電子メール機能が備わっている。カレンダー機能とい
うのは、ディスプレイ１３０にカレンダーを表示する機能であり、ユーザは表示されたカ
レンダーの該当する日に入力装置１２０を用いて会議の時間や特別なイベントなどを入力
することができる。また、ユーザは、カレンダー機能によりフラグや優先インジケータを
用いてカレンダーへの特別な書き込みをハイライトすることができる。電子メール機能と
は、公衆ネットワーク１４０に接続されている他の図示しない演算装置と電子メールの送
受信をするための機能である。この電子メール機能により、ユーザはフラグ又は優先イン
ジケータを用いて受信若しくは送信した特別な電子メールをハイライトすることができる
。
【００１６】
次に、図３乃至図５に示したフローチャートを参照しながら、演算装置３０が実行するマ
ルチメディアプレゼンテーションの作成動作について説明する。ユーザは入力装置１２０
を使い、ＣＰＵ１２，インターフェース１５，メディアデータ交換インターフェースコン
トローラ４０及びプロセッサ７０の動作によって、メモリ１３から個人デジタルメディア
の転送を開始する。この個人デジタルメディアにはメタデータが埋め込まれている（Ｓ１
）。個人デジタルメディアは、プロセッサ７０とハードディスクコントローラ１００の動
作によってハードディスク上に記憶される（Ｓ２）。個人メディアデータの記憶後、その
データは上記した演算装置３０の機能を用いて編集することができる。
【００１７】
次に、入力装置１２０からの入力に基づき、マルチメディアプレゼンテーションの設定を
行う（Ｓ３）。設定には、プレゼンテーションの長さの設定、時期的範囲の設定、含まれ
る一般メディアデータの種類の設定、任意に付加する個人情報の種類の設定、個人メディ
アと一般メディアの比率、フォルダを含めるか排除するかの設定及びプレゼンテーション
の様式の設定が含まれる。
【００１８】
設定されるプレゼンテーションの長さとは、ユーザが望むプレゼンテーションの長さであ
り、例えば、１分、３分、１０分あるいはそれ以上の長さという形で表される。
【００１９】
設定される時期的範囲とは、個人メディアデータ及び一般メディアデータが収集される時
間枠であり、ユーザは、例えば、特定の日、週、月、あるいは開始時刻と終了時刻で時期
を特定することができる。
【００２０】
様々な種類の一般メディアをコンテンツパートナー２２０，２３０及び２４０から一般メ
ディアサーバ２００と協働して読み出すことができる。考えられる一般メディアとしては
、天気情報、ニュースハイライト、ローカルニュース、トップテンにランクされている映
画のシーン、トップテンにランクされているポピュラー音楽の一部や人気のあるテレビコ
マーシャル等を挙げることができる。
【００２１】
任意の個人情報を個人メディアに付加し、プレゼンテーションの個人部分を充実するよう
にしてもよい。例えば、パーソナルカレンダー機能を用いてハイライトした入力や電子メ
ール機能を用いてハイライトしたメッセージをプレゼンテーションに含め、ユーザにとっ
て特に個人的に重要なイベントを示すようにしてもよい。このようにすることにより、プ
レゼンテーションをより個人向けにすることができる。ネットワーク２０を介して演算装
置３０に接続された他のネットワーク機器２５は、任意の個人情報の別の情報源となりう
る。例えば、ビデオ・オン・デマンド・プレーヤは、ある期間に最も高い視聴率を記録し
たビデオに関する統計上の情報を提供することができる。
【００２２】
個人メディアと一般メディアの比率とは、ユーザにより設定される値であって、プレゼン
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テーションが個人メディアである場合の程度と、コンテンツパートナーのような外部ソー
スからの一般メディアである場合の程度を示したものである。
【００２３】
プレゼンテーションには、選択的に情報ファイルを表すフォルダが示されていてもよい。
【００２４】
プレゼンテーションの様式は、一般メディアの一部として、あるいは任意個人情報として
選択された音楽によって自動的に決定される。基本的に、プレゼンテーションの映像部分
のクリップ長は付随する音楽のテンポに依存する。例えば、一般メディアがクイックテン
ポの上位１０曲のポップ音楽である時には、クリック長は比較的短く設定され、プレゼン
テーションの進み方は速くなる。一方、任意個人情報がスローテンポのクラシック音楽の
場合には、クリック長は比較的長く設定され、よりリラックスしたプレゼンテーションと
なる。一般メディアも任意個人情報のいずれもが音楽でないときには、ユーザは手動でプ
レゼンテーションの様式を設定することになる。
【００２５】
次に、プレゼンテーション作成ルーチンが実行される（Ｓ４）。プレゼンテーション作成
ルーチンの実行中、演算装置３０はユーザ設定に従い、個人メディアと一般メディアを準
備する。プレゼンテーション作成ルーチンを図４に示したフローチャートに従い説明する
。
【００２６】
プレゼンテーション作成ルーチンがスタートすると、全体の一般メディア長が決定される
（Ｓ１０）。全体の一般メディア長は、プレゼンテーション長と個人メディアと一般メデ
ィアの比の積で求められる（即ち、一般メディア長＝プレゼンテーション長×個人メディ
アと一般メディアの比）。
【００２７】
次に、個人メディアルーチンが実行される（Ｓ１１）。ここで、個人メディアルーチンを
図５に示したフローチャートに従い説明する。まず、プレゼンテーションの個人メディア
部分の長さを、プレゼンテーション長から一般メディア部分の長さを引き算することによ
り求める（即ち、個人メディア部分の長さ＝プレゼンテーション長－一般メディア長）（
Ｓ２０）。全体のプレゼンテーション時間中の各サブ期間用に抽出される個人メディア量
は、個人メディアの時間分布に基づいて決定される（Ｓ２１）。図６は、１月から１２月
までの１年間にわたる個人メディアの分布例を示したものである。この例では、１年のう
ち個人メディアは全体で３０時間を占めており、このうち８時間が３月に集中している。
従って、プレゼンテーションの時期的範囲をこの１年の期間に設定し、プレゼンテーショ
ン長を１５分に設定するとなると、３月のコンテンツから４分ぶんの個人メディアを抽出
することになる。
【００２８】
次に、プレゼンテーション様式の設定に基づいて個人メディア部分の長さ、即ち、高速プ
レゼンテーション様式用の短時間部分と低速プレゼンテーション様式用の長時間部分を決
定する（Ｓ２２）。次いで、個人メディアデータの部分をランダムに選定する（Ｓ２３）
。
【００２９】
次に、プレゼンテーションの一般メディア部分の長さと位置を決定する（Ｓ１２）。個人
メディアの場合と同じように、プレゼンテーション用の一般メディア部分の平均長はプレ
ゼンテーションの様式に基づいて定まる。また、一般メディア部分の出現頻度は、個人メ
ディアの時間軸上の分布に依存する。図６に示した例では、３月は９月や１０月に比べる
と８倍もの個人メディアが存在するので、プレゼンテーションに加えられる一般メディア
は、３月は９月や１０月に比べると８倍の量となる。また、８月分の一般メディアは提供
されない。
【００３０】
次に、どの任意個人情報をプレゼンテーションに含ませるかが決定される（Ｓ１３）。電
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子メール機能及びＰＣカレンダー機能に基づいて収集される情報の多くはテキストである
ため、この情報はビデオで予め決められたスタイルでビデオ映像に重ねられ動画化される
。画像や他の添付ファイルを含むハイライトされた電子メールメッセージ、及び使用の統
計値に基づく映画クリップが、プレゼンテーションの個人メディア部分の一部として含ま
れる。
【００３１】
次いで、一般メディアを一般メディアサーバ２００からダウンロードする（Ｓ１４）。一
般メディアサーバ２００には、コンテンツパートナ２２０，２３０，２４０から提供され
る全ての一般メディアが記憶されており、定期的に一般メディアのデータは更新される。
プレゼンテーションを作成する場合には、演算装置３０は一般メディアサーバ２００に対
して、Ｓ３で設定されＳ１２で決定された量の一般メディアの種類のリクエストを送る。
例えば、もしユーザが世界ニュースのみをプレゼンテーションに含めるという指定をする
と、演算装置３０はこのリクエストを一般メディアサーバ２００に送り、一般メディアサ
ーバ２００から情報をダウンロードする。演算装置３０からのリクエストには、プレゼン
テーションの時期的範囲、その分割期間及び一般情報が持つ長さの幅が含まれる。エクス
テンシブル・マークアップ言語（ＸＭＬ）を用いたリクエストの例を図７に示す。ＸＭＬ
は図８に示されているＤＴＤ（文書型定義）により定義される。演算装置３０及び一般メ
ディアサーバ２００の双方は同じＤＴＤを理解するので、ＸＭＬのメッセージを使ったコ
ミュニケーションをすることができる。コンテンツパートナは、映画や音楽を一般メディ
アとして提供し、許可されている映画のハイライトシーンや音楽の一部をダウンロードす
ることができる。この種のダウンロードをするには特別なインターフェースを必要とする
。
【００３２】
ダウンロードした一般メディアはハードディスク１１０上に記憶される（Ｓ１５）。次い
で、Ｓ２３で選択された個人メディアとＳ１５で記憶された一般メディアを合成すること
によりプレゼンテーションスクリプトが作成される（Ｓ１６）。そして、プレゼンテーシ
ョンを作りながらモニタする（Ｓ５）。
【００３３】
図９は、本実施の形態の変更例を示したものである。この変形例では、演算装置３０は直
接コンテンツパートナ２２０，２３０，２４０にネットワーク１４０を介して接続されて
いる。一般メディアサーバ２００はディレクトリを備えた演算装置３０を提供する。この
ディレクトリ２００には、一般メディアを収集するためにコンテンツパートナ２２０，２
３０，２４０と接続するときのリンク情報が含まれている。一般メディアサーバ２００は
、リンクディレクトリの一定期間毎の更新情報を有する演算装置３０を提供する。上記の
ような構成により、コンテンツパートナ２２０，２３０，２４０は、演算装置３０が理解
できるインターフェースを確立する必要がある。
【００３４】
以上本発明の実施の形態について詳細に説明したが、本発明の要旨から逸脱しない範囲で
種々の変更、改変が可能であることは言うまでもない。
【００３５】
たとえば、上記実施の形態では、個人ディジタルメディアはデジタルビデオカメラ１０に
より提供されるよう構成されていたが、個人ディジタルメディアの提供は、いかなるソー
スからのものでもよく、演算装置３０自身が提供してもよい。
【００３６】
また、上記実施の形態では、使用に関する統計ソースについて、たとえば、ＭＰＳプレー
ヤ／レコーダやビデオ・オン・デマンド・プレーヤを演算装置３０の外部機器として、ま
た演算装置３０とネットワーク結合されたものとして説明したが、演算装置３０自身が使
用統計ソースとして機能してもよい。たとえば、演算装置３０が、ユーザ統計を提供する
ために、プレゼンテーション作成モジュールと通信するＭＰＳプレーヤ機能やビデオ・オ
ン・デマンド機能を有するように構成されていてもよい。
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【００３７】
また、個人メディアと一般メディアの比は、ユーザによって自由に設定できると説明した
が、この比は固定値であっても構わない。この方が、演算装置３０が対話型テレビの場合
には利点が多い。対話型テレビは、その融通性からユーザにとっての利便性が高い。更に
、この比は、プレゼンテーション用の一般履歴情報用のソース数に依存するものであって
もよい。ソース数とは、ユーザによって決められる数のことである。たとえば、ユーザが
、詳しい天気、国際ニュース、映画のハイライトシーン、サッカー、野球、テニスなどの
スポーツのハイライトシーンを選択した場合には、個人メディアと一般メディアの比は、
ユーザが天気だけを選択した場合と比べれば、より低い値に設定されることになる。すな
わち、一般情報の比率は、後者の場合よりの前に説明した場合の方がより高いということ
である。
【００３８】
本実施の形態では、時間軸方向における個人メディアの分布は、月単位の分割期間に基づ
いているが、その分割期間はどのような長さであっても構わない。たとえば、１日、場合
によっては数時間という長さであってもよい。また、分割期間の長さは、プレゼンテーシ
ョンの時間的範囲に応じて可変してもよい。更に、個人メディアのクリップは、本実施の
形態では、ランダムに選択するようにしていたが、高度なコンテンツ分析用機器を用いて
、特定の選択ができるようにしてもよい。
【００３９】
デジタルカメラ１０は、地球位置システム（ＧＰＳ）を備え、タイムスタンプに加えて、
個人メディアに位置スタンプを組み込むようにしてもよい。この場合、個人メディア中の
位置スタンプに基づき、演算装置３０からのリクエストには、個人メディアを最初に作成
した地域からのニュースや天気予報などのリクエストが含まれていてもよい。
【００４０】
プレゼンテーションを作成されたように再生する代わりに、後で使用するようにプレゼン
テーションをメモリに記憶しておいてもよい。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の実施の形態によるシステムのブロック図。
【図２】図１に示したシステムに含まれる演算装置とデジタルカメラの構成を示したブロ
ック図。
【図３】マルチメディアプレゼンテーションを作成するための演算装置により実行される
処理を示したフローチャート。
【図４】演算装置により実行されるプレゼンテーション作成ルーチンを説明するためのフ
ローチャート。
【図５】演算装置により実行される個人メディアルーチンを説明するためのフローチャー
ト。
【図６】個人メディアの時間軸分布を示した棒グラフ。
【図７】演算装置により一般メディアサーバに送られるＸＭＬリクエストの一例を示した
図。
【図８】図７に示したＸＭＬを規定するＤＴＤ文書の一例を示した図。
【図９】実施形態の変更例を示したブロック図。
【符号の説明】
１０　デジタルカメラ
２０　ホームネットワーク
２５　他のパーソナルネットワーク機器
３０　演算装置
４０　メディアデータ交換インターフェースコントローラ
５０　メモリ
６０　ネットワークコントローラ
７０　プロセッサ
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８０　グラフィックコントローラ
９０　入力装置コントローラ
１００　ハードディスクコントローラ
１１０　ハードディスク
１２０　入力装置
１３０　ディスプレイ
１４０　公衆ネットワーク
２００　一般メディアサーバ
２１０　ネットワーク
２２０，２３０，２４０　コンテンツパートナ 10

【 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 】
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