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(57)【要約】
【課題】ＰＣ等のコンピュータ装置を用いてプレゼンテ
ーションを行う場合に当該コンピュータ装置に新たなア
プリケーションをインストールことなく、そのプレゼン
テーションの際に発表者がコンピュータ装置に対して行
ったプレゼンテーションに関する操作指示内容等を容易
に取得することができるようにする。
【解決手段】プレゼンテーション用アプリケーションが
動作するＰＣに、イベントデータを取得するアプリケー
ションを格納するアプリケーション領域４７０ａと、デ
ータを記録するデータ領域４７０ｂとを有するメモリユ
ニット１５０を装着する。メモリユニット１５０が装着
されたＰＣは、アプリケーション領域４７０ａに格納さ
れたアプリケーションを実行し、これによりプレゼンテ
ーション時にプレゼンテーション用アプリケーションに
対して行った表示スライドの切り替え指示等のイベント
データが取得され、データ領域４７０ｂに記録される。
【選択図】
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
ユーザの操作指示にしたがって画像を表示させるプレゼンテーション用アプリケーション
が動作するコンピュータ装置と着脱自在に装着され、装着された状態において当該コンピ
ュータ装置との間でデータの授受を行うことができるユニットであって、
前記プレゼンテーション用アプリケーションに対してユーザが行った操作指示内容とその
発生時刻に関するイベントデータを記録するデータ記憶領域と、前記イベントデータを取
得して前記データ記憶領域に記憶させるイベントデータ取得処理を前記コンピュータ装置
に実行させるプログラムを記憶するプログラム記憶領域とを有する記憶手段
を備えることを特徴とするメモリユニット。
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【請求項２】
ユーザの操作指示にしたがって画像を表示させるプレゼンテーション用アプリケーション
が動作するコンピュータ装置から通信手段を介してアクセスがあった場合に前記コンピュ
ータ装置に開放される記憶領域であって、前記プレゼンテーション用アプリケーションに
対してユーザが行った操作指示内容とその発生時刻に関する情報を含むイベントデータを
記録するデータ記憶領域と、前記イベントデータを取得して前記データ記憶領域に記憶さ
せるイベントデータ取得処理を前記コンピュータ装置に実行させるプログラムを記憶する
プログラム記憶領域とを有する記憶手段と、
前記プレゼンテーション用アプリケーションを利用したプレゼンテーションの様子を撮影
または録音したプレゼンテーション再現データを取得する取得手段と、
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前記記憶手段のデータ記憶領域に記憶されている前記イベントデータに含まれる操作指示
内容と、前記取得手段によって取得されたプレゼンテーション再現データとを、前記イベ
ントデータに含まれる発生時刻に基づいて時系列に対応付けてプレゼンテーションデータ
を作成するデータ生成手段と
を具備することを特徴とするプレゼンテーションデータ作成装置。
【請求項３】
ユーザの操作指示にしたがって画像を表示させるプレゼンテーション用アプリケーション
が動作するコンピュータ装置と着脱自在に装着され、装着された状態において当該コンピ
ュータ装置との間でデータの授受を行うことができるメモリユニットと、プレゼンテーシ
ョンデータ作成装置とを備えたプレゼンテーションデータ作成システムであって、
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前記メモリユニットは、前記プレゼンテーション用アプリケーションに対してユーザが行
った操作指示内容に関するイベントデータを記録するデータ記憶領域と、前記イベントデ
ータを取得して前記データ記憶領域に記憶させるイベントデータ取得処理を前記コンピュ
ータ装置に実行させるプログラムを記憶するプログラム記憶領域とを有する記憶手段を備
え、
前記プレゼンテーションデータ作成装置は、前記プレゼンテーション用アプリケーション
を利用したプレゼンテーションの様子を撮影または録音したプレゼンテーション再現デー
タを取得する取得手段と、
前記記憶手段のデータ記憶領域に記憶されている前記イベントデータに含まれる操作指示
内容と、前記取得手段によって取得されたプレゼンテーション再現データとを、前記イベ
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ントデータに含まれる発生時刻に基づいて時系列に対応付けてプレゼンテーションデータ
を作成するデータ生成手段とを備える
ことを特徴とするプレゼンテーションデータ作成システム。
【請求項４】
ユーザの操作指示にしたがって画像を表示させるプレゼンテーション用アプリケーション
が動作するコンピュータ装置と、前記コンピュータ装置と着脱自在に装着され、装着され
た状態において当該コンピュータ装置との間でデータの授受を行うことができるユニット
であって、前記プレゼンテーション用アプリケーションに対してユーザが行った操作指示
内容に関するイベントデータを記録するデータ記憶領域と、前記イベントデータを取得し
て前記データ記憶領域に記憶させるイベントデータ取得処理を前記コンピュータ装置に実

50

(3)

JP 2004‑227514 A 2004.8.12

行させるプログラムを記憶するプログラム記憶領域とを有する記憶手段を備えるメモリユ
ニットと、プレゼンテーションデータ作成装置とを用い、プレゼンテーションデータを作
成する方法であって、
前記コンピュータ装置に前記メモリユニットを装着する装着ステップと、
前記コンピュータ装置により前記メモリユニットに記憶されたプログラムにしたがって前
記イベントデータ取得処理を行わせるとともに、当該コンピュータ装置において前記プレ
ゼンテーション用アプリケーションを動作させながらユーザが当該プレゼンテーション用
アプリケーションに対して操作指示を行ってプレゼンテーションを行うプレゼンテーショ
ンステップと、
前記プレゼンテーションの様子を撮影または録音する撮影／録音ステップと、
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前記プレゼンテーション終了後、前記プレゼンテーションデータ作成装置に、前記プレゼ
ンテーションの様子を撮影または録音したプレゼンテーション再現データと、前記メモリ
ユニットのデータ記憶領域に記憶されている前記イベントデータに含まれる操作指示内容
とを、前記イベントデータに含まれる発生時刻に基づいて時系列に対応付けてプレゼンテ
ーションデータを作成させるデータ作成ステップと
を具備することを特徴とするプレゼンテーションデータ作成方法。
【請求項５】
ユーザの操作指示にしたがって画像を表示させるプレゼンテーション用アプリケーション
が動作するコンピュータ装置と、ユーザの操作指示にしたがって画像を表示させるプレゼ
ンテーション用アプリケーションが動作するコンピュータ装置から通信手段を介してアク
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セスがあった場合に前記コンピュータ装置に各々開放される記憶領域であって、前記プレ
ゼンテーション用アプリケーションに対してユーザが行った操作指示内容とその発生時刻
に関する情報を含むイベントデータを記録するデータ記憶領域と、前記イベントデータを
取得して前記データ記憶領域に記憶させるイベントデータ取得処理を前記コンピュータ装
置に実行させるプログラムを記憶するプログラム記憶領域とを有する記憶手段を備えるプ
レゼンテーションデータ作成装置とを用い、プレゼンテーションデータを作成する方法で
あって、
前記コンピュータ装置に前記プレゼンテーションデータ領域に前記通信手段を介してアク
セスさせるアクセスステップと、
前記コンピュータ装置により前記プレゼンテーションデータ作成装置に記憶されたプログ
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ラムにしたがって前記イベントデータ取得処理を行わせるとともに、当該コンピュータ装
置において前記プレゼンテーション用アプリケーションを動作させながらユーザが当該プ
レゼンテーション用アプリケーションに対して操作指示を行ってプレゼンテーションを行
うプレゼンテーションステップと、
前記プレゼンテーションの様子を撮影または録音する撮影／録音ステップと、
前記プレゼンテーション終了後、前記プレゼンテーションデータ作成装置に、前記プレゼ
ンテーションの様子を撮影または録音したプレゼンテーション再現データと、前記データ
記憶領域に記憶されている前記イベントデータに含まれる操作指示内容とを、前記イベン
トデータに含まれる発生時刻に基づいて時系列に対応付けてプレゼンテーションデータを
作成させるデータ作成ステップと
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を具備することを特徴とするプレゼンテーションデータ作成方法。
【請求項６】
ユーザの操作指示にしたがって画像を表示させるプレゼンテーション用アプリケーション
が動作するコンピュータ装置と、前記コンピュータ装置と着脱自在に装着され、装着され
た状態において当該コンピュータ装置との間でデータの授受を行うことができるユニット
であって、前記プレゼンテーション用アプリケーションに対してユーザが行った操作指示
内容に関するイベントデータを記録するデータ記憶領域と、前記イベントデータを取得し
て前記データ記憶領域に記憶させるイベントデータ取得処理を前記コンピュータ装置に実
行させるプログラムを記憶するプログラム記憶領域とを有する記憶手段を備えるメモリユ
ニットと、プレゼンテーションデータ作成装置とを用いてプレゼンテーションを行う方法
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であって、
前記コンピュータ装置に前記メモリユニットを装着する装着ステップと、
前記コンピュータ装置により前記メモリユニットに記憶されたプログラムにしたがって前
記イベントデータ取得処理を行わせるとともに、当該コンピュータ装置において前記プレ
ゼンテーション用アプリケーションを動作させながらユーザが当該プレゼンテーション用
アプリケーションに対して操作指示を行ってプレゼンテーションを行うプレゼンテーショ
ンステップと、
前記プレゼンテーションの様子を撮影または録音する撮影／録音ステップと、
前記プレゼンテーション終了後、前記プレゼンテーションデータ作成装置に、前記プレゼ
ンテーションの様子を撮影または録音したプレゼンテーション再現データと、前記メモリ
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ユニットのデータ記憶領域に記憶されている前記イベントデータに含まれる操作指示内容
とを、前記イベントデータに含まれる発生時刻に基づいて時系列に対応付けてプレゼンテ
ーションデータを作成させるデータ作成ステップと
を具備することを特徴とするプレゼンテーション方法。
【請求項７】
ユーザの操作指示にしたがって画像を表示させるプレゼンテーション用アプリケーション
が動作するコンピュータ装置と、ユーザの操作指示にしたがって画像を表示させるプレゼ
ンテーション用アプリケーションが動作するコンピュータ装置から通信手段を介してアク
セスがあった場合に前記コンピュータ装置に各々開放される記憶領域であって、前記プレ
ゼンテーション用アプリケーションに対してユーザが行った操作指示内容とその発生時刻
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に関する情報を含むイベントデータを記録するデータ記憶領域と、前記イベントデータを
取得して前記データ記憶領域に記憶させるイベントデータ取得処理を前記コンピュータ装
置に実行させるプログラムを記憶するプログラム記憶領域とを有する記憶手段を備えるプ
レゼンテーションデータ作成装置とを用い、プレゼンテーションを行う方法であって、
前記コンピュータ装置に前記プレゼンテーションデータ領域に前記通信手段を介してアク
セスさせるアクセスステップと、
前記コンピュータ装置により前記プレゼンテーションデータ作成装置に記憶されたプログ
ラムにしたがって前記イベントデータ取得処理を行わせるとともに、当該コンピュータ装
置において前記プレゼンテーション用アプリケーションを動作させながらユーザが当該プ
レゼンテーション用アプリケーションに対して操作指示を行ってプレゼンテーションを行
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うプレゼンテーションステップと、
前記プレゼンテーションの様子を撮影または録音する撮影／録音ステップと、
前記プレゼンテーション終了後、前記プレゼンテーションデータ作成装置に、前記プレゼ
ンテーションの様子を撮影または録音したプレゼンテーション再現データと、前記データ
記憶領域に記憶されている前記イベントデータに含まれる操作指示内容とを、前記イベン
トデータに含まれる発生時刻に基づいて時系列に対応付けてプレゼンテーションデータを
作成させるデータ作成ステップと
を具備することを特徴とするプレゼンテーション方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
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【発明の属する技術分野】
この発明は、ユーザの操作指示にしたがってスライド画像等を表示させるプレゼンテーシ
ョン用アプリケーションを用いたプレゼンテーションに関するプレゼンテーションデータ
を作成するためのメモリユニット、プレゼンテーションデータ作成装置、プレゼンテーシ
ョンデータ作成システム、プレゼンテーションデータ作成方法およびプレゼンテーション
方法に関する。
【０００２】
【従来の技術】
従来より、会議等でプレゼンテーションを行う際に、ＰＣ（Ｐｅｒｓｏｎａｌ

Ｃｏｍｐ

ｕｔｅｒ）およびプロジェクター装置、またはＯＨＰ（オーバヘッドプロジェクタ）装置
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等を用い、複数の画像を順次切り替えてスクリーン等に表示させながら説明等を行う手法
がとられることがある。
【０００３】
また、上記のような手法で行った会議等でプレゼンテーションの様子をビデオカメラで撮
影することもある。そして、このビデオカメラで撮影した録画データを再生することで、
会議等でプレゼンテーションの再現を行うのである。
【０００４】
しかしながら、単にスクリーン等に表示される画像を含めてプレゼンテーションの様子を
ビデオカメラで録画し、それを再生するだけでは、スクリーンに表示される画像が鮮明に
再現できない場合が多い。
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【０００５】
また、プレゼンテーションは、グラフ、表、文書などの資料を表示する画像を表示させな
がら、表示されている資料について説明等を行うといった形式で行われるのが一般的であ
る。したがって、上記のように単にプレゼンテーションの様子を録画し再生する方法では
、ある１つの画像に表示されている資料についての説明等のみを再現したい場合に、ビデ
オ再生を早送りする等の操作を行って所望の再生位置を探し出すといった煩雑な操作を行
わなくてはならない。
【０００６】
そこで、プレゼンテーションの様子をビデオに録画するとともに、プレゼンテーションの
際に説明者が、各々の資料画像をスクリーンに表示させたタイミング情報を取得するとい
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った技術が提案されている（例えば、特許文献１参照）。
【０００７】
かかる技術では、プレゼンテーションの様子を録画した映像を再生する際に、取得した各
画像の表示タイミング情報を参照することで、プレゼンテーション映像の再生時刻がある
画像の表示タイミングとなった時点で当該ある画像を、その画像データに基づいて表示さ
せるようにしている。このように録画映像とは別に資料等を表示させるために用意されて
いる画像データに基づいて資料画像を表示させることで、資料等の画像を鮮明に表示させ
ることができる。
【０００８】
【特許文献１】
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特開平１０−５５３９１号公報
【０００９】
【発明が解決しようとする課題】
ところで、近年では、ＯＨＰ装置を利用するのではなく、ＰＣでプレゼンテーション用ア
プリケーションを動作させ、ユーザのキー操作に応じて順次画像データに基づく画像を表
示させながらプレゼンテーションを行うのが主流となりつつある。
【００１０】
このようにＰＣで動作するプレゼンテーション用アプリケーションを利用する場合、上述
した各画像の表示タイミング情報をユーザが行ったキー操作タイミングで取得することが
できるようになる。しかしながら、ユーザがＰＣで動作するプレゼンテーション用アプリ
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ケーションに対して行った操作内容や操作時刻等の情報である表示タイミング情報を取得
するには、当該ＰＣで表示タイミングを取得するためのアプリケーションを動作させる必
要がある。
【００１１】
プレゼンテーションでは、発表者が自らのＰＣで予め作成しておいた画像データを、プレ
ゼンテーション用アプリケーションを動作させて表示させるといった態様で行われること
が多い。このようなケースにおいて、上記のように表示タイミング情報を取得するために
は、発表者が発表会場に持参したＰＣにタイミング情報取得機能を実現するアプリケーシ
ョンをインストールしなくてはならない。
【００１２】
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しかしながら、発表当日などは、時間に余裕がないケースが多く、上記のようにアプリケ
ーションを発表者のＰＣにインストールする時間的な余裕がない場合がある。
【００１３】
また、発表者のＰＣのリソース（例えば、ハードディスクドライブ等の外部記憶装置の空
き容量）に制限があり、上記のようなアプリケーションのインストールができなかったり
、また発表者がリソースを消費することを嫌いアプリケーションのインストールを拒むこ
とも考えられる。
【００１４】
さらには、発表者がセキュリティ上の観点から、自己のＰＣに表示タイミング情報を取得
するためのアプリケーションをインストールされるのを嫌うケースも考えられる。特に、

10

上記のように表示タイミング情報を取得するといった、発表者のＰＣから何らかのデータ
を取得するといったタイプのアプリケーションについては、そのインストールを拒むケー
スは多くなると考えられる。
【００１５】
以上のような理由から、発表者のＰＣに表示タイミングを取得するためのアプリケーショ
ンのインストールができないと、発表者がプレゼンテーション用アプリケーションに対し
て行った操作指示のタイミング等に関する情報を自動的に取得することができず、結果と
してプレゼンテーションの撮影映像や音声と、表示した画像等を同期して再生等するため
のプレゼンテーションデータの作成が困難となる。
【００１６】
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この発明は上記に鑑みてなされたもので、発表者が自ら持参したＰＣ等のコンピュータ装
置を用いてプレゼンテーションを行う場合に当該コンピュータ装置に新たなアプリケーシ
ョンをインストールする等の改変ができないときでも、そのプレゼンテーションの際に発
表者がコンピュータ装置に対して行ったプレゼンテーションに関する操作指示内容等を容
易に取得することができるメモリユニット、プレゼンテーションデータ作成装置、プレゼ
ンテーションデータ作成システム、プレゼンテーションデータ作成方法およびプレゼンテ
ーション方法を得ることを目的とする。
【００１７】
【課題を解決するための手段】
上記目的を達成するため、請求項１にかかる発明は、ユーザの操作指示にしたがって画像
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を表示させるプレゼンテーション用アプリケーションが動作するコンピュータ装置と着脱
自在に装着され、装着された状態において当該コンピュータ装置との間でデータの授受を
行うことができるユニットであって、前記プレゼンテーション用アプリケーションに対し
てユーザが行った操作指示内容とその発生時刻に関するイベントデータを記録するデータ
記憶領域と、前記イベントデータを取得して前記データ記憶領域に記憶させるイベントデ
ータ取得処理を前記コンピュータ装置に実行させるプログラムを記憶するプログラム記憶
領域とを有する記憶手段を備えることを特徴とするメモリユニットである。
【００１８】
請求項１にかかる発明によれば、ユーザがコンピュータ装置でプレゼンテーション用アプ
リケーションを動作させ、画像切り替え等を操作指示しながらプレゼンテーションを行っ
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た際に、当該コンピュータ装置がメモリユニットのプログラム領域から読み出したプログ
ラムを実行することで、上記操作指示や発生時刻に関するイベントデータがメモリユニッ
トのデータ記憶領域に記憶される。したがって、コンピュータ装置にメモリユニットを装
着すれば、上記のようなイベントデータ取得のために新たなプログラムを当該コンピュー
タ装置にインストールすることなく、イベントデータを自動的に取得してメモリユニット
のデータ領域に記憶させることができる。
【００１９】
また、請求項２にかかる発明は、ユーザの操作指示にしたがって画像を表示させるプレゼ
ンテーション用アプリケーションが動作するコンピュータ装置から通信手段を介してアク
セスがあった場合に前記コンピュータ装置に開放される記憶領域であって、前記プレゼン
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テーション用アプリケーションに対してユーザが行った操作指示内容とその発生時刻に関
する情報を含むイベントデータを記録するデータ記憶領域と、前記イベントデータを取得
して前記データ記憶領域に記憶させるイベントデータ取得処理を前記コンピュータ装置に
実行させるプログラムを記憶するプログラム記憶領域とを有する記憶手段と、前記プレゼ
ンテーション用アプリケーションを利用したプレゼンテーションの様子を撮影または録音
したプレゼンテーション再現データを取得する取得手段と、前記記憶手段のデータ記憶領
域に記憶されている前記イベントデータに含まれる操作指示内容と、前記取得手段によっ
て取得されたプレゼンテーション再現データとを、前記イベントデータに含まれる発生時
刻に基づいて時系列に対応付けてプレゼンテーションデータを作成するデータ生成手段と
を具備することを特徴とするプレゼンテーションデータ作成装置である。

10

【００２０】
請求項２にかかる発明によれば、プレゼンテーション用アプリケーションが動作するコン
ピュータ装置から通信手段を介してアクセスがあった場合、そのコンピュータ装置に対し
、イベントデータ取得処理を行わせるためのプログラムを記録した記憶領域とデータ記憶
領域が開放される。したがって、当該コンピュータ装置がプログラム記憶領域から上記プ
ログラムを取得して実行させることができ、これによりユーザが当該コンピュータ装置で
プレゼンテーション用アプリケーションを動作させ、画像切り替え等を操作指示しながら
プレゼンテーションを行った際に、上記操作指示や発生時刻に関するイベントデータが取
得され、通信手段を介してデータ記憶領域に記憶される。したがって、コンピュータ装置
に上記のようなイベントデータ取得のために新たなプログラムをインストールすることな

20

く、イベントデータを自動的に取得することができる。
【００２１】
また、請求項３にかかる発明は、ユーザの操作指示にしたがって画像を表示させるプレゼ
ンテーション用アプリケーションが動作するコンピュータ装置と着脱自在に装着され、装
着された状態において当該コンピュータ装置との間でデータの授受を行うことができるメ
モリユニットと、プレゼンテーションデータ作成装置とを備えたプレゼンテーションデー
タ作成システムであって、前記メモリユニットは、前記プレゼンテーション用アプリケー
ションに対してユーザが行った操作指示内容に関するイベントデータを記録するデータ記
憶領域と、前記イベントデータを取得して前記データ記憶領域に記憶させるイベントデー
タ取得処理を前記コンピュータ装置に実行させるプログラムを記憶するプログラム記憶領
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域とを有する記憶手段を備え、前記プレゼンテーションデータ作成装置は、前記プレゼン
テーション用アプリケーションを利用したプレゼンテーションの様子を撮影または録音し
たプレゼンテーション再現データを取得する取得手段と、前記記憶手段のデータ記憶領域
に記憶されている前記イベントデータに含まれる操作指示内容と、前記取得手段によって
取得されたプレゼンテーション再現データとを、前記イベントデータに含まれる発生時刻
に基づいて時系列に対応付けてプレゼンテーションデータを作成するデータ生成手段とを
備えることを特徴とするプレゼンテーションデータ作成システムである。
【００２２】
請求項３にかかる発明によれば、ユーザがコンピュータ装置でプレゼンテーション用アプ
リケーションを動作させ、画像切り替え等を操作指示しながらプレゼンテーションを行っ
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た際に、当該コンピュータ装置がメモリユニットのプログラム領域から読み出したプログ
ラムを実行することで、上記操作指示や発生時刻に関するイベントデータがメモリユニッ
トのデータ記憶領域に記憶されることになる。したがって、コンピュータ装置にメモリユ
ニットを装着すれば、上記のようなイベントデータ取得のために新たなプログラムを当該
コンピュータ装置にインストールすることなく、イベントデータを自動的に取得してメモ
リユニットのデータ領域に記憶させることができ、かかるデータ領域に記憶されたイベン
トデータを用いてプレゼンテーションデータを作成することができる。
【００２３】
また、請求項４にかかる発明は、ユーザの操作指示にしたがって画像を表示させるプレゼ
ンテーション用アプリケーションが動作するコンピュータ装置と、前記コンピュータ装置

50

(8)

JP 2004‑227514 A 2004.8.12

と着脱自在に装着され、装着された状態において当該コンピュータ装置との間でデータの
授受を行うことができるユニットであって、前記プレゼンテーション用アプリケーション
に対してユーザが行った操作指示内容に関するイベントデータを記録するデータ記憶領域
と、前記イベントデータを取得して前記データ記憶領域に記憶させるイベントデータ取得
処理を前記コンピュータ装置に実行させるプログラムを記憶するプログラム記憶領域とを
有する記憶手段を備えるメモリユニットと、プレゼンテーションデータ作成装置とを用い
、プレゼンテーションデータを作成する方法であって、前記コンピュータ装置に前記メモ
リユニットを装着する装着ステップと、前記コンピュータ装置により前記メモリユニット
に記憶されたプログラムにしたがって前記イベントデータ取得処理を行わせるとともに、
当該コンピュータ装置において前記プレゼンテーション用アプリケーションを動作させな
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がらユーザが当該プレゼンテーション用アプリケーションに対して操作指示を行ってプレ
ゼンテーションを行うプレゼンテーションステップと、前記プレゼンテーションの様子を
撮影または録音する撮影／録音ステップと、前記プレゼンテーション終了後、前記プレゼ
ンテーションデータ作成装置に、前記プレゼンテーションの様子を撮影または録音したプ
レゼンテーション再現データと、前記メモリユニットのデータ記憶領域に記憶されている
前記イベントデータに含まれる操作指示内容とを、前記イベントデータに含まれる発生時
刻に基づいて時系列に対応付けてプレゼンテーションデータを作成させるデータ作成ステ
ップとを具備することを特徴とするプレゼンテーションデータ作成方法である。
【００２４】
請求項４にかかる発明によれば、メモリユニットをコンピュータ装置に装着し、当該コン
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ピュータ装置がメモリユニットのプログラム領域から読み出したプログラムを実行するの
で、ユーザがコンピュータ装置でプレゼンテーション用アプリケーションを動作させ、画
像切り替え等を操作指示しながらプレゼンテーションを行った際に、上記操作指示や発生
時刻に関するイベントデータがメモリユニットのデータ記憶領域に記憶される。したがっ
て、コンピュータ装置にメモリユニットを装着すれば、上記のようなイベントデータ取得
のために新たなプログラムを当該コンピュータ装置にインストールすることなく、イベン
トデータを自動的に取得してメモリユニットのデータ領域に記憶させることができ、かか
るイベントデータと、プレゼンテーションを撮影した映像等の再現データとを用いてプレ
ゼンテーションデータを容易に作成することができる。
【００２５】
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また、請求項５にかかる発明は、ユーザの操作指示にしたがって画像を表示させるプレゼ
ンテーション用アプリケーションが動作するコンピュータ装置と、ユーザの操作指示にし
たがって画像を表示させるプレゼンテーション用アプリケーションが動作するコンピュー
タ装置から通信手段を介してアクセスがあった場合に前記コンピュータ装置に各々開放さ
れる記憶領域であって、前記プレゼンテーション用アプリケーションに対してユーザが行
った操作指示内容とその発生時刻に関する情報を含むイベントデータを記録するデータ記
憶領域と、前記イベントデータを取得して前記データ記憶領域に記憶させるイベントデー
タ取得処理を前記コンピュータ装置に実行させるプログラムを記憶するプログラム記憶領
域とを有する記憶手段を備えるプレゼンテーションデータ作成装置とを用い、プレゼンテ
ーションデータを作成する方法であって、前記コンピュータ装置に前記プレゼンテーショ
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ンデータ領域に前記通信手段を介してアクセスさせるアクセスステップと、前記コンピュ
ータ装置により前記プレゼンテーションデータ作成装置に記憶されたプログラムにしたが
って前記イベントデータ取得処理を行わせるとともに、当該コンピュータ装置において前
記プレゼンテーション用アプリケーションを動作させながらユーザが当該プレゼンテーシ
ョン用アプリケーションに対して操作指示を行ってプレゼンテーションを行うプレゼンテ
ーションステップと、前記プレゼンテーションの様子を撮影または録音する撮影／録音ス
テップと、前記プレゼンテーション終了後、前記プレゼンテーションデータ作成装置に、
前記プレゼンテーションの様子を撮影または録音したプレゼンテーション再現データと、
前記データ記憶領域に記憶されている前記イベントデータに含まれる操作指示内容とを、
前記イベントデータに含まれる発生時刻に基づいて時系列に対応付けてプレゼンテーショ
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ンデータを作成させるデータ作成ステップとを具備することを特徴とするプレゼンテーシ
ョンデータ作成方法である。
【００２６】
請求項５にかかる発明によれば、コンピュータ装置からプレゼンテーションデータ作成装
置にアクセスすることで、そのコンピュータ装置に対し、イベントデータ取得処理を行わ
せるためのプログラムを記録した記憶領域とデータ記憶領域が開放される。したがって、
当該コンピュータ装置がプレゼンテーションデータ作成装置から上記プログラムを取得し
て実行させることができ、これによりユーザが当該コンピュータ装置でプレゼンテーショ
ン用アプリケーションを動作させ、画像切り替え等を操作指示しながらプレゼンテーショ
ンを行った際に、上記操作指示や発生時刻に関するイベントデータが取得され、プレゼン
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テーションデータ作成装置のデータ記憶領域に記憶される。したがって、コンピュータ装
置に上記のようなイベントデータ取得のために新たなプログラムをインストールすること
なく、イベントデータを自動的に取得することができ、かかるイベントデータと、プレゼ
ンテーションの様子を撮影等した再現データとを用いたプレゼンテーションデータを容易
に作成することができる。
【００２７】
また、請求項６にかかる発明は、ユーザの操作指示にしたがって画像を表示させるプレゼ
ンテーション用アプリケーションが動作するコンピュータ装置と、前記コンピュータ装置
と着脱自在に装着され、装着された状態において当該コンピュータ装置との間でデータの
授受を行うことができるユニットであって、前記プレゼンテーション用アプリケーション
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に対してユーザが行った操作指示内容に関するイベントデータを記録するデータ記憶領域
と、前記イベントデータを取得して前記データ記憶領域に記憶させるイベントデータ取得
処理を前記コンピュータ装置に実行させるプログラムを記憶するプログラム記憶領域とを
有する記憶手段を備えるメモリユニットと、プレゼンテーションデータ作成装置とを用い
てプレゼンテーションを行う方法であって、前記コンピュータ装置に前記メモリユニット
を装着する装着ステップと、前記コンピュータ装置により前記メモリユニットに記憶され
たプログラムにしたがって前記イベントデータ取得処理を行わせるとともに、当該コンピ
ュータ装置において前記プレゼンテーション用アプリケーションを動作させながらユーザ
が当該プレゼンテーション用アプリケーションに対して操作指示を行ってプレゼンテーシ
ョンを行うプレゼンテーションステップと、前記プレゼンテーションの様子を撮影または
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録音する撮影／録音ステップと、前記プレゼンテーション終了後、前記プレゼンテーショ
ンデータ作成装置に、前記プレゼンテーションの様子を撮影または録音したプレゼンテー
ション再現データと、前記メモリユニットのデータ記憶領域に記憶されている前記イベン
トデータに含まれる操作指示内容とを、前記イベントデータに含まれる発生時刻に基づい
て時系列に対応付けてプレゼンテーションデータを作成させるデータ作成ステップとを具
備することを特徴とするプレゼンテーション方法である。
【００２８】
請求項６にかかる発明によれば、メモリユニットをコンピュータ装置に装着し、当該コン
ピュータ装置がメモリユニットのプログラム領域から読み出したプログラムを実行するの
で、ユーザがコンピュータ装置でプレゼンテーション用アプリケーションを動作させ、画
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像切り替え等を操作指示しながらプレゼンテーションを行った際に、上記操作指示や発生
時刻に関するイベントデータがメモリユニットのデータ記憶領域に記憶される。したがっ
て、コンピュータ装置にメモリユニットを装着すれば、上記のようなイベントデータ取得
のために新たなプログラムを当該コンピュータ装置にインストールすることなく、イベン
トデータを自動的に取得してメモリユニットのデータ領域に記憶させることができ、かか
るイベントデータと、プレゼンテーションを撮影した映像等の再現データとを用いてプレ
ゼンテーションデータを容易に作成することができる。
【００２９】
また、請求項７にかかる発明は、ユーザの操作指示にしたがって画像を表示させるプレゼ
ンテーション用アプリケーションが動作するコンピュータ装置と、ユーザの操作指示にし
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たがって画像を表示させるプレゼンテーション用アプリケーションが動作するコンピュー
タ装置から通信手段を介してアクセスがあった場合に前記コンピュータ装置に各々開放さ
れる記憶領域であって、前記プレゼンテーション用アプリケーションに対してユーザが行
った操作指示内容とその発生時刻に関する情報を含むイベントデータを記録するデータ記
憶領域と、前記イベントデータを取得して前記データ記憶領域に記憶させるイベントデー
タ取得処理を前記コンピュータ装置に実行させるプログラムを記憶するプログラム記憶領
域とを有する記憶手段を備えるプレゼンテーションデータ作成装置とを用い、プレゼンテ
ーションを行う方法であって、前記コンピュータ装置に前記プレゼンテーションデータ領
域に前記通信手段を介してアクセスさせるアクセスステップと、前記コンピュータ装置に
より前記プレゼンテーションデータ作成装置に記憶されたプログラムにしたがって前記イ

10

ベントデータ取得処理を行わせるとともに、当該コンピュータ装置において前記プレゼン
テーション用アプリケーションを動作させながらユーザが当該プレゼンテーション用アプ
リケーションに対して操作指示を行ってプレゼンテーションを行うプレゼンテーションス
テップと、前記プレゼンテーションの様子を撮影または録音する撮影／録音ステップと、
前記プレゼンテーション終了後、前記プレゼンテーションデータ作成装置に、前記プレゼ
ンテーションの様子を撮影または録音したプレゼンテーション再現データと、前記データ
記憶領域に記憶されている前記イベントデータに含まれる操作指示内容とを、前記イベン
トデータに含まれる発生時刻に基づいて時系列に対応付けてプレゼンテーションデータを
作成させるデータ作成ステップとを具備することを特徴とするプレゼンテーション方法で
ある。

20

【００３０】
請求項７にかかる発明によれば、コンピュータ装置からプレゼンテーションデータ作成装
置にアクセスすることで、そのコンピュータ装置に対し、イベントデータ取得処理を行わ
せるためのプログラムを記録した記憶領域とデータ記憶領域が開放される。したがって、
当該コンピュータ装置がプレゼンテーションデータ作成装置から上記プログラムを取得し
て実行させることができ、これによりユーザが当該コンピュータ装置でプレゼンテーショ
ン用アプリケーションを動作させ、画像切り替え等を操作指示しながらプレゼンテーショ
ンを行った際に、上記操作指示や発生時刻に関するイベントデータが取得され、プレゼン
テーションデータ作成装置のデータ記憶領域に記憶される。したがって、コンピュータ装
置に上記のようなイベントデータ取得のために新たなプログラムをインストールすること
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なく、イベントデータを自動的に取得することができ、かかるイベントデータと、プレゼ
ンテーションの様子を撮影等した再現データとを用いたプレゼンテーションデータを容易
に作成することができる。
【００３１】
【発明の実施の形態】
以下に添付図面を参照して、この発明にかかるメモリユニット、プレゼンテーションデー
タ作成装置、プレゼンテーションデータ作成システム、プレゼンテーションデータ作成方
法およびプレゼンテーション方法の好適な実施の形態を詳細に説明する。
【００３２】
Ａ．第１実施形態

40

Ａ−１．構成
図１は、本発明の一実施形態にかかるプレゼンテーションデータ作成を伴うプレゼンテー
ション方法を実施するためのプレゼンテーションデータ作成システムの全体構成を示す図
である。同図に示すように、このプレゼンテーションデータ作成システム１００は、ＰＣ
（Ｐｅｒｓｏｎａｌ

Ｃｏｍｐｕｔｅｒ）１１０と、ＰＣ（Ｐｅｒｓｏｎａｌ

ｕｔｅｒ）１２０と、ＤＶ（Ｄｉｇｉｔａｌ

Ｃｏｍｐ

Ｖｉｄｅｏ）カメラ１３０と、投影機１４

０と、メモリユニット（メモリユニット）１５０とを備える。
【００３３】
ＰＣ１１０は、プロジェクター装置等である投影機１４０とＩＥＥＥ（Ｉｎｓｔｉｔｕｔ
ｅ

ｏｆ

Ｅｌｅｃｔｒｉｃａｌ

ａｎｄ

Ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃ

Ｅｎｇｉｎｅｅｒｓ
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）１３９４等のインターフェースを介して接続されており、このような通信手段を介して
両者間でデータの授受を行うことができるようになっている。ＰＣ１２０は、ＤＶカメラ
１３０とＩＥＥＥ１３９４等のインターフェースを介して接続されており、このような通
信手段を介して両者の間でデータの授受を行うことができるようになっている。
【００３４】
図２に示すように、このＰＣ１１０は、互いにバスＢＵＳを介して接続されるＣＰＵ（Ｃ
ｅｎｔｒａｌ

Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ

Ｕｎｉｔ）１０１、ＲＯＭ１０２、ＲＡＭ１０３

、外部記憶装置１０５、接続インターフェース（Ｉ／Ｆ：ｉｎｔｅｒｆａｃｅ）１０６、
ユーザインターフェース（Ｉ／Ｆ）１０７および表示部１０８を備えている。
【００３５】

10

ＣＰＵ１０１は、各種演算処理を行うとともに各部を制御する。ＲＯＭ１０２はＣＰＵ１
０１に読み出された実行されるＢＩＯＳ（Ｂａｓｉｃ

Ｉｎｐｕｔ

／

Ｏｕｔｐｕｔ

Ｓｙｓｔｅｍ）等のプログラムを格納する。ＲＡＭ１０３は、ＣＰＵ１０１のワークメモ
リとして使用される。ハードディスクドライブ等の外部記憶装置１０５はＣＰＵ１２０に
読み出されて実行されるオペレーティングシステム（ＯＳ：Ｏｐｅｒａｔｉｎｇ

Ｓｙｓ

ｔｅｍ）やアプリケーション等のプログラム群を格納している。
【００３６】
接続インターフェース１０６は、ＵＳＢ（Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ
やＰＣＭＣＩＡ（Ｐｅｒｓｏｎａｌ
ｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ

Ｃｏｍｐｕｔｅｒ

Ｓｅｒｉａｌ

Ｍｅｍｏｒｙ

Ｂｕｓ）

Ｃａｒｄ

Ｉｎ

Ａｓｓｏｃｉａｔｉｏｎ）等によるメモリカード規格にしたが
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ったインターフェースである。ＰＣ１１０は、かかる接続インターフェース１０６を介し
てＵＳＢにしたがった接続インターフェースを有する機器との間でのデータの授受や、Ｐ
Ｃカード等のメモリカードのメモリ領域へのデータの記録や読み出し等を行うことができ
る。
【００３７】
ユーザインターフェース１０７は、キーボードやマウス等を有しており、ユーザ操作に応
じた入力情報をＣＰＵ１０１等に供給する。表示部１０８は、ＣＲＴ（Ｃａｔｈｏｄｅ−
Ｒａｙ

Ｔｕｂｅ）やＬＣＤ（Ｌｉｑｕｉｄ

Ｃｒｙｓｔａｌ

Ｄｉｓｐｌａｙ）を有し

ており、種々の情報を表示する。
【００３８】
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上記構成の下、ＰＣ１１０の電源を投入すると、ＣＰＵ１０１が、ファイル管理、メモリ
管理、入出力の管理、ユーザインターフェース等の提供を行う基本ソフトウェアであるＯ
Ｓを読み出して起動し、その後ユーザが指定したアプリケーション等がＣＰＵ１０１によ
って外部記憶装置１０５から読み出されて実行され、種々の機能が実現できるようになっ
ている。
【００３９】
ＰＣ１１０の外部記憶装置１０５には、プレゼンテーション用の種々の機能を実現するプ
レゼンテーション用アプリケーションが格納されている。かかるＰＣ１１０においてこの
プレゼンテーション用アプリケーションを起動させることで、ユーザはプレゼンテーショ
ン時にスクリーン等に表示すべきスライド画像（表、グラフ、文書、図柄等）に対応する

40

スライド画像表示用データを作成することができる。
【００４０】
図３に例示するように、このプレゼンテーション用アプリケーションでは、１つのプレゼ
ンテーションに用いられるために作成された複数のスライド画像表示用データが１つのス
ライド画像ファイルとして管理される。そして、当該スライド画像ファイルに含まれる各
々スライド画像表示用データには、スライド画像に対応する表示用データの他に、そのス
ライド画像のタイトルデータ、ページ番号といったデータが含まれている。
【００４１】
スライド画像のタイトルデータは、そのスライド画像のタイトルを示すデータであり、例
えばスライド画像が、１年間のＡ商品の販売個数の推移を月別に示すグラフである場合に
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は、「○○年のＡ商品の販売個数の推移」といった情報であり、その内容はユーザが当該
スライド画像表示用データを作成する際に自ら入力することで決定される。なお、ユーザ
が自らタイトル入力を行わなかった場合には、そのスライド画像の最上段に表示される文
字列等をプレゼンテーション用アプリケーションが自動的に取得し、その文字列をタイト
ルデータとするようにしてもよい。このようにタイトルデータは、そのスライド画像を他
のスライド画像と区別するための役割も果たしており、ユーザがスライド画像表示用デー
タを作成・編集等する際に、そのスライド画像を識別するためのデータ（識別データ）で
もある。
【００４２】
ページ番号データは、当該ファイルに含まれる複数のスライド画像表示用データのうちの

10

何番目のスライド画像表示用データであるかを示すデータであり、通常はプレゼンテーシ
ョンにおいて表示すべき順序を示すデータであり、スライド画像表示用データ作成・編集
の際にユーザが入力することで決定される。例えば、あるプレゼンテーションが、１０の
スライド画像を順次表示させて行うものである場合、このために作成された１０個のスラ
イド画像表示用データの各々には、通常ユーザが予定している表示順序にしたがって１ペ
ージ〜１０ページのいずれかのページ番号データが含まれることになる。
【００４３】
また、ユーザは、ユーザインターフェース１０７を適宜操作することで、作成した複数の
スライド画像表示用データのいずれかを選択し、所望のタイミングでそのスライド画像表
示用データに基づく画像を表示部１０８に表示させることができる。すなわち、プレゼン
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テーション用アプリケーションを利用することで、ユーザは、予め作成しておいたスライ
ド画像ファイルに含まれる複数のスライド画像表示用データに対応するスライド画像の各
々を適宜選択して所望のタイミングで表示させることができる。
【００４４】
なお、このプレゼンテーション用アプリケーションでは、ユーザが所定のキー操作等を行
うことでまず１ページ目のスライド画像表示用データに基づく画像表示が行われ、その後
所定のキー操作等を行うことで、表示中のスライド画像の次ページのスライド画像が表示
されることになるが、所定の操作を行うことで各スライド画像表示用データのページ番号
の順序にかかわらず、任意の順序でスライド画像を表示させることもできるようになって
いる。
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【００４５】
以上のようにＰＣ１１０の外部記憶装置１０５に格納されているプレゼンテーション用ア
プリケーションが実行されるＰＣ１１０によれば、作成したスライド画像表示用データに
基づくスライド画像表示を行うことができる。そして、図１に示すようにＰＣ１１０と投
影機１４０を接続することで、かかるスライド画像表示用データがＰＣ１１０から投影機
１４０に供給され、これによりスクリーン上にスライド画像を表示させることができる。
このような構成により、ユーザはＰＣ１１０を適宜操作することで、所望のタイミングで
スクリーン上に表示されるスライド画像を順次切り替えながら、プレゼンテーションを行
うことができるのである。
【００４６】
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図４に示すように、メモリユニット１５０は、ＵＳＢメモリユニットやＰＣＭＣＩＡの規
格にしたがったメモリカード（ＰＣカード）等であり、接続インター−フェース（Ｉ／Ｆ
）部４５０と、メモリ部（記憶手段）４６０とを備える。
【００４７】
接続インターフェース部４５０は、当該メモリユニット１５０がＵＳＢメモリユニットで
ある場合には、ＵＳＢインターフェースであり、ＰＣカードである場合にはＰＣＭＣＩＡ
の規格にしたがった接続インターフェースである。
【００４８】
メモリ部４６０は、半導体メモリ等から構成される記憶領域４７０を有しており、図５に
示すようにＰＣ１１０に当該メモリユニット１５０が装着された場合においてＰＣ１１０
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から指示があったときには、当該記憶領域４７０に記憶されているデータを読み出して接
続インターフェース部４５０を介してＰＣ１１０に供給する。また、ＰＣ１１０から供給
されるデータをＰＣ１１０の指示にしたがってその記憶領域４７０へ記録する。
【００４９】
すなわち、メモリユニット１５０をＰＣ１１０に装着した状態においては、ＰＣ１１０は
メモリユニット１５０の記憶領域４７０を、自らの装置内の記憶領域と同様に扱うことが
でき、データを読み出したり、記録したりすることができるのである。
【００５０】
メモリユニット１５０の記憶領域４７０は、プレゼンテーション監視アプリケーションを
記憶するアプリケーション領域（プログラム領域）４７０ａと、かかるプレゼンテーショ
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ン監視アプリケーションが実行されているときに、後述するイベントデータやスライド画
像ファイル等を記録することができるデータ領域４７０ｂとを有している。
【００５１】
図１に示すＰＣ１２０は、図２に示すＰＣ１１０と同様のハードウェア構成を有している
が、その外部記憶装置にはプレゼンテーションデータ自動作成アプリケーションが格納さ
れている。かかるプレゼンテーションデータ自動作成アプリケーションを起動することで
、ＰＣ１２０においてプレゼンテーションデータを自動作成することができるようになっ
ている。
【００５２】
なお、プレゼンテーションデータとは、上述したようにプレゼンテーション用アプリケー

20

ションで作成したスライド画像表示用データをスクリーン等に表示させながらプレゼンテ
ーションを行う様子をＤＶカメラ１３０で撮影した映像、その際にスクリーンに表示させ
ていたスライド画像、各スライド画像のタイトルの一覧表示を１つの画面に表示させるた
めのデータである。
【００５３】
Ａ−２．プレゼンテーションデータ自動作成を伴うプレゼンテーション方法
次に、上記のようなプレゼンテーションデータ作成システム１００を用い、プレゼンテー
ションデータ自動作成を伴うプレゼンテーション方法について説明する。
【００５４】
まず、プレゼンテーションを行うのに先立ち、事前に発表者は自己が所持等するＰＣ１１

30

０でプレゼンテーション用アプリケーションを動作させ、このプレゼンテーションで表示
させるスライド画像に対応するスライド画像ファイルを作成しておく。そして、プレゼン
テーションにおいて発表者は、当該ＰＣ１１０を用いてプレゼンテーションを行うものと
する。すなわち、ＰＣ１１０でプレゼンテーション用アプリケーションを動作させて、予
め作成したおいたスライド画像ファイル中のスライド画像表示用データに基づくスライド
画像表示を行わせることになる。
【００５５】
図６に示すように、当該プレゼンテーション方法では、ＰＣ１１０にメモリユニット１５
０を装着させ、両者の間でデータの授受が可能な状態とする（ステップＳａ１）。
【００５６】

40

このようにＰＣ１１０にメモリユニット１５０を装着した後、ＰＣ１１０のユーザインタ
ーフェース１０７を介してＰＣ１１０のＣＰＵ１０１に対し、メモリユニット１５０のア
プリケーション領域４７０ａに記録されているプレゼンテーション監視アプリケーション
を起動するよう指示する（ステップＳａ２）。
【００５７】
また、ＰＣ１１０のユーザインターフェース１０７を介してＰＣ１１０のＣＰＵ１０１に
対し、その外部記憶装置１０５に格納されているプレゼンテーション用アプリケーション
を起動するよう指示する（ステップＳａ３）。
【００５８】
また、ＰＣ１２０のユーザインターフェースを介してＰＣ１２０のＣＰＵに対し、その外
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部記憶装置に格納されているプレゼンテーションデータ自動作成アプリケーションを起動
するよう指示する（ステップＳａ４）。
【００５９】
以上のようなステップを経て、上記アプリケーションをＰＣ１１０およびＰＣ１２０にお
いて起動させたときのプレゼンテーションデータ作成システム１００の機能構成を図７に
示す。以下においては、これらの構成（アプリケーション等）を動作主体として説明する
が、実際の動作主体はＣＰＵ１０１等のハードウェアである。
【００６０】
同図に示すように、このプレゼンテーションデータ作成システム１００におけるメモリユ
ニット１５０を装着したＰＣ１１０は、ユーザインターフェース１０７と、プレゼンテー
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ション用アプリケーション４０１と、プレゼンテーション監視アプリケーション４０２と
、外部記憶装置１０５と、データ領域４７０ｂとを備える。上述したようにプレゼンテー
ション監視アプリケーション４０２は、ＰＣ１１０に装着されたメモリユニット１５０の
アプリケーション領域４７０ａに記録されているアプリケーションをＰＣ１１０のＣＰＵ
１０１が実行することで実現される機能であり、データ領域４７０ｂはメモリユニット１
５０のメモリ部４６０に用意されている記憶領域である。
【００６１】
上述したようにＰＣ１１０におけるプレゼンテーション用アプリケーションは、ユーザイ
ンターフェース１０７を介して入力されるユーザの操作指示内容にしたがって作成したス
ライド画像表示用データに基づく画像表示を行うべく、スライド画像表示用データを投影

20

機１４０（図１参照）に送信する。これによりユーザの操作に応じたタイミングでユーザ
の所望するスライド画像がスクリーン上に表示される。
【００６２】
プレゼンテーション監視アプリケーション４０２は、上記のようにユーザ操作にしたがっ
たプレゼンテーション用アプリケーション４０１の動作を監視する。より具体的には、プ
レゼンテーション用アプリケーション４０１が動作しているときに、ユーザからユーザイ
ンターフェース１０７を介してプレゼンテーション用アプリケーション４０１に対してな
された指示等のイベントデータを取得する。
【００６３】
イベントデータとは、ユーザがプレゼンテーション用アプリケーション４０１に対して行

30

った指示内容（例えば、スライド画像表示の開始、終了、表示するスライド画像の変更指
示等）と、その指示タイミングとを含むデータである。プレゼンテーション監視アプリケ
ーション４０２は、プレゼンテーション用アプリケーション４０１が動作している間に取
得したイベントデータをメモリユニット１５０のデータ領域４７０ｂに記録しておくよう
構成されている。
【００６４】
すなわち、メモリユニット１５０のアプリケーション領域４７０ａに格納されたアプリケ
ーションが、メモリユニット１５０が装着されたＰＣのＣＰＵによって実行されると、取
得したイベントデータをそのＰＣ内の記憶装置ではなくメモリユニット１５０のデータ領
域４７０ｂに記憶させるのである。このように記録されたイベントデータを参照すること

40

で、どの時刻にどのスライド画像が表示されていたかということを知ることができる。
【００６５】
そして、プレゼンテーション監視アプリケーション４０２は、ユーザの操作によりプレゼ
ンテーション用アプリケーション４０１に対し、プレゼンテーションが終了した旨の指示
があった場合には、そのイベントデータを取得してデータ領域４７０ｂに記録するととも
に、当該プレゼンテーションに利用されたスライド画像ファイル（図３参照）を外部記憶
装置１０５から読み出し、これをデータ領域４７０ｂに記憶する。
【００６６】
次に、プレゼンテーションデータ作成時におけるＰＣ１２０は、録画部４１１と、プレゼ
ンテーションデータ自動作成アプリケーション４１２とを備える。
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【００６７】
録画部（取得手段）４１１は、ソフトウェアである録画アプリケーションまたはハードウ
ェア回路によって構成されるキャプチャボード等であり、ＤＶカメラ１３０に対して撮影
開始、撮影終了等の指示を行うとともに、ＤＶカメラ１３０によって撮影されてＰＣ１２
０に供給される映像データを外部記憶装置に記憶（録画）するものである。
【００６８】
以上のようなアプリケーションの起動が終了すると、これから行うプレゼンテーションの
様子を撮影するためＤＶカメラを所定の位置にセットする等の撮影準備を行い、発表者は
ユーザインターフェース１０７を介してプレゼンテーション用アプリケーションに対して
プレゼンテーションを開始する旨の指示をなし、最初に表示すべくスライド画像を表示さ

10

せ、プレゼンテーションを開始する（ステップＳａ５）。このとき、ユーザ（発表者以外
でもよい）は撮影開始の指示をプレゼンテーションの開始と同期してＰＣ１２０に対して
、もしくＤＶカメラ１３０に対して直接行い、プレゼンテーションの撮影を開始させる。
【００６９】
また、撮影終了も上記のようにプレゼンテーション用アプリケーション４０１に対するユ
ーザの終了指示に応じて録画部４１１が自動的に行うようにすればよい。かかる指示に応
じて録画部４１１によるプレゼンテーションの様子の録画が終了すると、撮影開始から撮
影終了までに録画したデータを映像ファイルとしてＰＣ１２０の外部記憶装置に記憶させ
、その保存ディレクトリやファイル名等の保存個所特定情報（パス情報）をプレゼンテー
ションデータ自動作成アプリケーション４１２に通知する。

20

【００７０】
以上のようにＤＶカメラ１３０によって撮影されているプレゼンテーションが終了すると
、ユーザは撮影終了指示を行い、以下の操作を行う。すなわち、ＰＣ１１０に装着されて
いるメモリユニット１５０をＰＣ１１０から取り外し、これをＰＣ１２０に装着する。そ
して、ユーザがＰＣ１２０で動作するプレゼンテーションデータ自動作成アプリケーショ
ンに対してメモリユニット１５０のデータ領域４７０ｂに記録されているデータを読み出
すよう指示し（ステップＳａ６）、これによりデータ領域４７０ｂに記録されているイベ
ントデータやスライド画像ファイルをＰＣ１２０に取り込むことができる。
【００７１】
以上のようにしてメモリユニット１５０のデータ領域４７０ｂに記録されているイベント

30

データやスライド画像ファイルがＰＣ１２０に取り込まれると、ユーザはプレゼンテーシ
ョンデータ自動作成アプリケーション４１２に対し、取り込んだスライド画像ファイル中
のスライド画像表示用データと、録画部４１１によって録画されたプレゼンテーションの
様子を撮影した映像データに基づく映像と、これらのスライド画像のタイトル等の文字情
報を同期して表示させることができるプレゼンテーションデータを作成させるよう指示す
る（ステップＳａ７）。
【００７２】
かかる指示に応じてプレゼンテーションデータ自動作成アプリケーション４１２によって
作成されるデータ、つまり画像、映像、文字等の種々の異なる形式のデータの再生を制御
して同期させるデータのフォーマットとして、例えばＳＭＩＬ（Ｓｙｎｃｈｒｏｎｉｚｅ
ｄ

Ｍｕｌｔｉｍｅｄｉａ

Ｉｎｔｅｇｒａｔｉｏｎ

40

Ｌａｎｇｕａｇｅ）形式があり、

本実施形態におけるプレゼンテーションデータ自動作成アプリケーション（データ生成手
段）４１２はプレゼンテーションデータとしてかかるＳＭＩＬ形式のデータを作成する。
【００７３】
このようなプレゼンテーションデータをＰＣ等で所定の再生ソフトウェア（例えばＳＭＩ
Ｌ形式データを再生するソフトウェア）により再生することで、その表示画面には図８に
示すような表示がなされることになる。
【００７４】
同図に示すように、この表示画面には、ＤＶカメラ１３０が撮影したプレゼンテーション
の様子を表示する映像表示欄５００と、プレゼンテーション中において映像表示欄５００
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にその時点で表示されている映像の撮影時に表示されていたスライド画像を表示するスラ
イド画像欄５１０と、このプレゼンテーションで利用されたスライド画像のタイトルをそ
の表示順序で一覧表示する目次欄５２０とが表示されるようになっている。かかる目次欄
５２０の一覧表示を参照することで、ユーザはどのような内容のスライド画像がどのよう
な順序で表示されたかを知ることができる。
【００７５】
また、目次欄５２０に一覧表示されたタイトルの中からユーザが所望のタイトルをマウス
によってクリック等することで、そのタイトルに対応するスライド画像がスライド画像欄
５１０に表示されるとともに、そのスライド画像を表示していたときに撮影された映像が
映像表示欄５００に表示されるようになっている。

10

【００７６】
プレゼンテーションデータとは、以上のような映像、スライド画像、タイトル等の文字を
同期して再生表示させることを可能とするデータであり、以下、プレゼンテーションデー
タ作成処理の詳細について説明する。
【００７７】
まず、プレゼンテーションデータ自動作成アプリケーション４１２は、メモリユニット１
５０のデータ領域４７０ｂから読み出して取得したスライド画像ファイルから、タイトル
データ、ページ番号データ等の文字情報等を抽出する。すなわち、スライド画像ファイル
の中に含まれる各スライド画像表示用データのタイトルデータ、ページ番号データを抽出
する。

20

【００７８】
また、プレゼンテーションデータ自動作成アプリケーション４１２は、データ領域４７０
ｂから読み出して取得したスライド画像ファイルからスライド画像表示用データを抽出し
、これを所定の形式（例えば、ＪＰＥＧ（Ｊｏｉｎｔ
ｐｅｒｔｓ

Ｐｈｏｔｏｇｒａｐｈｉｃ

Ｅｘ

Ｇｒｏｕｐ）などの汎用の形式）のスライド画像表示用のデータとして保存

する。
【００７９】
次に、プレゼンテーションデータ自動作成アプリケーション４１２は、データ領域４７０
ｂから読み出して取得したイベントデータ、抽出したタイトルデータやページ番号データ
等の文書情報、スライド画像ファイルおよび録画部４１１によって録画された映像ファイ

30

ルとに基づいて、図８に示されるように当該映像データに基づく映像と、スライド画像フ
ァイル中のスライド画像表示用データに基づくスライド画像と、これらのスライド画像の
タイトル等の文字情報を同期して表示させることができるプレゼンテーションデータを作
成する。
【００８０】
上述したように本実施形態では、このようなプレゼンテーションデータとしてＳＭＩＬ形
式のデータを作成することとしており、プレゼンテーションデータ自動作成アプリケーシ
ョン４１２は、以下のデータを取得し、これらをＳＭＩＬ形式にしたがって記述すること
でＳＭＩＬ形式のプレゼンテーションデータを作成する。
（１）各スライド画像の表示タイミング（開始時刻、終了時刻）
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（２）各々のスライド画像のタイトルデータ等（タイトル、本文の内容、ページ番号等）
（３）各スライド画像（ＪＰＥＧ等）の保存場所（ファイルパス情報）
（４）各スライド画像に対応する映像ファイルの保存場所（ファイルパス情報）
（５）映像表示欄５００、スライド画像欄５１０、目次欄５２０（図８参照）をどのよう
に配置するかを示すレイアウトデータ
【００８１】
なお、（５）のレイアウト情報については、イベントデータ等のデータからではなく、ユ
ーザが設定指示したレイアウトにしたがって作成されたデータである。
【００８２】
このように作成されるプレゼンテーションデータにおける、タイトルとスライド画像と映
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像ファイルとの同期の対応関係について図９に模式的に示す。同図に示す例では、プレゼ
ンテーション時にユーザのプレゼンテーション用アプリケーション４０１に対する操作に
より、スライド画像Ａが時刻０：００〜１：１５の間表示され、その次にスライド画像Ｂ
に表示が切り替えられ、時刻１：１５〜２：４５の間表示され、その次にスライド画像Ｃ
が時刻２：４５〜３：５３の間表示されていたものとする。
【００８３】
プレゼンテーション時に以上のようなタイミングでスライド画像表示が行われると、スラ
イド画像Ａが表示されている間（時刻０：００〜１：１５）に撮影された映像ファイルと
スライド画像Ａおよびそのタイトル「はじめに」が対応つけられ、スライド画像Ｂが表示
されている間（時刻１：１５〜２：４５）に撮影されていた映像ファイルとスライド画像

10

Ｂおよびそのタイトル「背景」が対応つけられ、さらにスライド画像Ｃが表示されている
間（時刻２：４５〜３：５３）に撮影された映像ファイルがスライド画像Ｃおよびそのタ
イトル「概略」に対応つけられている。
【００８４】
このようなタイトルという文字情報、スライド画像という静止画、プレゼンテーションの
様子を撮影した映像ファイルといった異なる形式のデータの再生を上記のような対応関係
に基づいて制御して同期させることができるＳＭＩＬ形式のデータを作成するのである。
【００８５】
かかるプレゼンテーションデータをＰＣ等で所定の再生ソフトウェアにより再生すること
で、その表示画面には図８に示すような表示がなされることになる。かかる表示を参照し

20

ているユーザが「背景」をクリックすれば、プレゼンテーションデータにはこの表示にス
ライド画像Ｂへのパスおよびこれに対応する映像ファイル（開始時刻１：１５〜）のリン
クが記述されているので、再生ソフトウェアによってこれに対応するスライド画像Ｂがス
ライド画像欄５１０に表示されるとともに、このタイトルに対応する時刻１：１５から映
像ファイルの再生が開始され映像表示欄５００に表示される。また、「概略」をクリック
すれば、当該タイトルに対応するスライド画像Ｃおよび映像ファイル（開始時刻２：４５
）へのパスがリンクされているので、上記と同一のスライド画像Ｃがスライド画像欄５１
０に表示されるものの、映像表示欄５００には時刻２：４５からの映像ファイルの再生映
像が表示されることになる。
【００８６】

30

もちろん、映像表示欄５００に表示される映像の時刻をユーザが指定することで、その指
定時刻に表示されていたスライド画像をスライド画像欄５１０に表示させることもできる
。例えば、ユーザが２：３０からの映像再生を指示した場合には、プレゼンテーションデ
ータにしたがって再生ソフトウェアが、その時刻からの映像再生を行うとともに、指定時
刻２：３０に対応つけられているスライド画像Ｂ（１：１５〜２：４５の映像に対応して
いる）を読み出してスライド画像欄５１０に表示させる。
【００８７】
以上のように過程を経ることで、プレゼンテーション終了後にプレゼンテーションデータ
がＰＣ１２０によって作成される。このようにして作成されるプレゼンテーションデータ
は、プレゼンテーションの様子を撮影した映像と、そのプレゼンテーションの際にスクリ
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ーン等に表示されていたスライド画像とを同一画面に表示させることができるデータであ
り、またプレゼンテーション映像が再生している再生時刻において、スクリーンに表示さ
れていたスライド画像が表示されるようになっている。
【００８８】
したがって、この再生内容を視聴した視聴者は、プレゼンテーションの様子を映像表示欄
５００を参照しながら、映像表示欄５００で再生されるプレゼンテーションの各々の時刻
でそれぞれスクリーンに表示されていたスライド画像を、映像表示欄５００に表示される
再生映像ではなく別個にスライド画像欄５１０で参照することができる。
【００８９】
上記のようにプレゼンテーション映像とスライド画像とを同期させて表示させることがで
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きるプレゼンテーションデータは、プレゼンテーションの再現データとして非常に優れた
ものである。このようなプレゼンテーションデータを作成するためには、ユーザがＰＣ１
１０等に対して指示を行い、スライド画像の表示を切り替えたタイミング、切り替えたペ
ージ等の情報（イベントデータ等）を取得する必要がある。
【００９０】
このようなプレゼンテーションが行われた際に発生するイベントのデータを取得する方法
としては、プレゼンテーションの発表者以外の者が、発表者がスライド画像表示を切り替
えた時刻や切り替えたページ番号等を逐一メモに記載する等し、プレゼンテーション後に
上記プレゼンテーションデータ自動作成アプリケーション４１２が動作するＰＣ１２０に
このメモに記載された情報を入力するといった操作を行う方法があるが、非常に煩雑であ

10

り、人が時刻等を確認するので、ミスも生じるおそれがある。
【００９１】
そこで、発表者がスライド画像をスクリーン等に表示させるために使用するプレゼンテー
ション用アプリケーション４０１が動作するＰＣ１１０に、上記のようなイベントデータ
を自動的に取得するアプリケーションをインストールし、プレゼンテーション時に当該ア
プリケーションを動作させることで自動的にイベントデータを取得する方法が考えられる
。
【００９２】
この方法では、プレゼンテーション用アプリケーションが動作するＰＣにイベントデータ
を取得するためのアプリケーションをインストールする必要があるが、一般的なプレゼン

20

テーションにおいては発表者が自ら所有するＰＣを用いる事が多く、発表者が自己のＰＣ
に新たなアプリケーションをインストールするのを種々の理由から拒絶する場合もあり得
る。また、プレゼンテーション前にインストールする時間が取れない場合もあり、これら
の場合には上記プレゼンテーションデータの作成に必要なイベントデータを自動取得する
ことができなくなってしまう。
【００９３】
これに対し本実施形態にかかるプレゼンテーションデータの作成方法を伴うプレゼンテー
ション方法では、上述したようにメモリユニット１５０を発表者が所持するＰＣ１１０に
装着することで、イベントデータ取得等のためのアプリケーションをＰＣ１１０にインス
トールするといった作業を行うことなく、発表者の所持するＰＣ１１０からイベントデー
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タ等を取得し、これをメモリユニット１５０の記憶領域に記憶させることができる。
【００９４】
したがって、発表者が自己のＰＣに新たなアプリケーションのインストールを拒否する場
合や、インストールするための時間がない場合であっても、メモリユニット１５０を装着
するといった簡易な作業でイベントデータ等を自動取得することができる。そして、この
自動取得したイベントデータを用いることで、プレゼンテーションデータ自動作成アプリ
ケーション４１２の動作するＰＣ１２０において上記のような優れたプレゼンテーション
再現が可能なデータを作成することができるのである。
【００９５】
また、上記のようなプレゼンテーションが終了した後は、発表者のＰＣ１１０からメモリ

40

ユニット１５０を取り外せば、発表者のＰＣ１１０の状態はプレゼンテーションを行う前
の状態と変わらないこととなり、発表者が新たなアプリケーションのインストールによっ
て自己のＰＣ１１０の状態が変化することを嫌う場合であっても、メモリユニット１５０
の装着を承諾される可能性が高くなり、この結果上記のような簡易な手法によるプレゼン
テーションデータ作成が可能となる。
【００９６】
Ｂ．第２実施形態
Ｂ−１．構成
次に、図１０は、本発明の第２実施形態にかかるプレゼンテーションデータ作成を伴うプ
レゼンテーション方法を実施するためのプレゼンテーションデータ作成システムの全体構
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成を示す図である。同図に示すように、このプレゼンテーションデータ作成システム２０
０は、ＰＣ（Ｐｅｒｓｏｎａｌ

Ｃｏｍｐｕｔｅｒ）１１０と、ＰＣ（Ｐｅｒｓｏｎａｌ

Ｃｏｍｐｕｔｅｒ）１２０ａと、ＤＶ（Ｄｉｇｉｔａｌ

Ｖｉｄｅｏ）カメラ１３０と

、投影機１４０と、無線ユニット１８０とを備える。
【００９７】
第２実施形態におけるプレゼンテーションデータ作成システム２００は、ＰＣ１１０がプ
ロジェクター装置等である投影機１４０とＩ接続されている点、ＰＣ１２０ａがＤＶカメ
ラ１３０と接続されている点は上記第１実施形態と同様であり、メモリユニット１５０に
代えて無線ユニット１８０を備える点で相違している。したがって、以下においては第１
実施形態との相違点を中心に説明し、共通する構成要素等についてはその説明を省略する

10

。
【００９８】
図１１に示すように、無線ユニット１８０は、無線ＬＡＮ（Ｌｏｃａｌ

Ａｒｅａ

Ｎｅ

ｔｗｏｒｋ）カード等であり、接続インター−フェース（Ｉ／Ｆ）部５５０と、無線通信
部５６０とを備える。
【００９９】
接続インターフェース部５５０は、ＵＳＢ等のＰＣに接続するためのインターフェースで
ある。
【０１００】
無線通信部５６０は、例えばＩＥＥＥ（Ｉｎｓｔｉｔｕｔｅ
ｌ

ａｎｄ

ｏｆ

Ｅｌｅｃｔｒｉｃａ
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ＥｌｅｃｔｒｏｎｉｃＥｎｇｉｎｅｅｒｓ）８０２．１１ｂなどの規格にし

たがって無線通信を行うものであり、所定の範囲内に存在する他の無線通信機能を備えた
装置との間で無線データ通信を行う。
【０１０１】
すなわち、無線ユニット１８０をＰＣ１１０に装着した状態においては、ＰＣ１１０は無
線ユニット１８０の無線通信部５６０を動作させて当該ＰＣ１１０と所定の距離内（例え
ば１０数メートル内）にある他の同規格の無線通信機能を備えた機器との間で無線データ
通信を行うことができる。
【０１０２】
図１２に示すように、ＰＣ（プレゼンテーションデータ作成装置）１２０ａは、ＣＰＵ１

30

０１、ＲＯＭ１０２、ＲＡＭ１０３、外部記憶装置１０５ａ、ユーザインターフェース１
０７および表示部１０８に加え、無線ユニット１８０を備えている。
【０１０３】
また、ＰＣ１２０ａの外部記憶装置（記憶手段）１０５ａには、ハードディスクドライブ
等であり、上述した第１実施形態と同様のプレゼンテーションデータ自動作成アプリケー
ションが格納される記憶領域が用意されるとともに、他のＰＣから当該ＰＣ１２０ａに対
して無線通信部１０９を介したアクセスがあった場合に、そのＰＣに対して開放される開
放記憶領域６５０が用意されている。すなわち、他のＰＣ等の通信機能を有するＰＣから
かかる開放記憶領域６５０を指定したアクセスがあった場合、この開放記憶領域６５０が
そのＰＣに対して開放され、当該ＰＣは開放記憶領域６５０にデータを記録させることが
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できるとともに、開放記憶領域６５０に記憶されているデータを読み出して取得すること
もできる。
【０１０４】
開放記憶領域６５０は、上述した第１実施形態と同様のプレゼンテーション監視アプリケ
ーションを記憶するアプリケーション領域（プログラム領域）６５０ａと、かかるプレゼ
ンテーション監視アプリケーションが実行されているときに、イベントデータやスライド
画像ファイル等を記録することができるデータ領域６５０ｂとを有している。したがって
、当該ＰＣ１２０ａにアクセスしてきた他のＰＣは、アプリケーション領域６５０ａに格
納されたプレゼンテーション監視アプリケーションを読み出して実行することができ、ま
たデータ領域６５０ｂに対してイベントデータを記録させることもできるのである。
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【０１０５】
Ｂ−２．プレゼンテーションデータ自動作成を伴うプレゼンテーション方法
次に、上記のようなプレゼンテーションデータ作成システム２００を用い、プレゼンテー
ションデータ自動作成を伴うプレゼンテーション方法について説明する。
【０１０６】
図１３に示すように、第２実施形態にかかるプレゼンテーション方法では、ＰＣ１１０に
無線ユニット１８０を装着させ、両者の間で無線データ通信が可能な状態とする（ステッ
プＳｃ１）。
【０１０７】
このようにＰＣ１１０に無線ユニット１８０を装着した後、ＰＣ１１０のユーザインター

10

フェース１０７を介してＰＣ１１０のＣＰＵ１０１に対し、無線ユニット１８０の無線通
信機能を利用し、ＰＣ１２０ａの外部記憶装置１０５ａにおける開放記憶領域６５０にア
クセスするよう指示し、かかる開放記憶領域６５０のアプリケーション領域６５０ａに記
録されているプレゼンテーション監視アプリケーション読み出して無線通信を利用して取
得し、取得したアプリケーションを実行、つまり起動するよう指示する（ステップＳｃ２
）。
【０１０８】
また、ＰＣ１１０のユーザインターフェース１０７を介してＰＣ１１０のＣＰＵ１０１に
対し、その外部記憶装置１０５に格納されているプレゼンテーション用アプリケーション
を起動するよう指示する（ステップＳｃ３）。
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【０１０９】
また、ＰＣ１２０ａのユーザインターフェース１０７を介してＰＣ１２０ａのＣＰＵ１０
１に対し、その外部記憶装置１０５ａに格納されているプレゼンテーションデータ自動作
成アプリケーションを起動するよう指示する（ステップＳｃ４）。
【０１１０】
以上のようなステップを経て、上記アプリケーションをＰＣ１１０およびＰＣ１２０ａに
おいて起動させたときのプレゼンテーションデータ作成システム２００の機能構成を図１
４に示す。以下においては、これらの構成（アプリケーション等）を動作主体として説明
するが、実際の動作主体はＣＰＵ１０１等のハードウェアである。
【０１１１】
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同図に示すように、このプレゼンテーションデータ作成システム２００における無線ユニ
ット１８０を装着したＰＣ１１０は、ユーザインターフェース１０７と、プレゼンテーシ
ョン用アプリケーション４０１と、プレゼンテーション監視アプリケーション４０２と、
外部記憶装置１０５と、データ領域４７０ｂとを備える。上述したようにプレゼンテーシ
ョン監視アプリケーション４０２は、ＰＣ１１０に装着された無線ユニット１８０の無線
通信機能を利用して、ＰＣ１２０ａの開放記憶領域６５０におけるアプリケーション領域
６５０ａから読み出してＰＣ１１０に取り込み、ＰＣ１１０のＣＰＵ１０１が実行するこ
とで実現される機能であるため、元々ＰＣ１１０の外部記憶装置１０５から読み出されて
実行されるプレゼンテーション用アプリケーション４０１と区別するために破線で示すこ
ととする。
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【０１１２】
上述したようにＰＣ１１０におけるプレゼンテーション用アプリケーション４０１は、ユ
ーザインターフェース１０７を介して入力されるユーザの操作指示内容にしたがって作成
したスライド画像表示用データに基づく画像表示を行うべく、スライド画像表示用データ
を投影機１４０（図１０参照）に送信する。これによりユーザの操作に応じたタイミング
でユーザの所望するスライド画像がスクリーン上に表示される。
【０１１３】
プレゼンテーション監視アプリケーション４０２は、上記第１実施形態と同様にユーザ操
作にしたがったプレゼンテーション用アプリケーション４０１の動作を監視し、プレゼン
テーション用アプリケーション４０１が動作しているときに、ユーザからユーザインター

50

(21)

JP 2004‑227514 A 2004.8.12

フェース１０７を介してプレゼンテーション用アプリケーション４０１に対してなされた
指示等のイベントデータを取得する。
【０１１４】
第２実施形態におけるプレゼンテーション監視アプリケーション４０２は、プレゼンテー
ション用アプリケーション４０１が動作している間に取得したイベントデータを、無線ユ
ニット１８０の無線通信機能を利用してＰＣ１２０ａに送信し、ＰＣ１２０のデータ領域
６５０ｂに記録させるよう構成されている。
【０１１５】
すなわち、ＰＣ１２０ａのアプリケーション領域６５０ａに格納されたアプリケーション
が、ＰＣ１１０のＣＰＵ１０１によって実行されると、取得したイベントデータをそのＰ

10

Ｃ１１０内の記憶装置ではなく、ＰＣ１１０からＰＣ１２０ａに無線送信し、Ｐｃ１２０
ａのデータ領域６５０ｂに記憶させるのである。
【０１１６】
そして、プレゼンテーション監視アプリケーション４０２は、ユーザの操作によりプレゼ
ンテーション用アプリケーション４０１に対し、プレゼンテーションが終了した旨の指示
があった場合には、そのイベントデータを取得してＰＣ１２０ａのデータ領域６５０ｂに
記録させるとともに、当該プレゼンテーションに利用されたスライド画像ファイル（図３
参照）を外部記憶装置１０５から読み出し、これをＰＣ１２０ａに無線送信してデータ領
域６５０ｂに記憶させる。
【０１１７】

20

次に、プレゼンテーションデータ作成時におけるＰＣ１２０は、録画部４１１と、プレゼ
ンテーションデータ自動作成アプリケーション４１２とを備える。
【０１１８】
以上のようなアプリケーションの起動が終了すると、上記第１実施形態と同様、これから
行うプレゼンテーションの様子を撮影するためＤＶカメラ１３０を所定の位置にセットす
る等の撮影準備を行い、発表者はユーザインターフェース１０７を介してン用アプリケー
ションに対してプレゼンテーションを開始する旨の指示をなし、最初に表示すべくスライ
ド画像を表示させ、プレゼンテーションを開始する（ステップＳｃ５）。
【０１１９】
そして、プレゼンテーションが終了し、ユーザが撮影終了指示を行うと、その指示に応じ
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て録画部４１１によるプレゼンテーションの様子の録画が終了し、撮影開始から撮影終了
までに録画したデータを映像ファイルとしてＰＣ１２０の外部記憶装置に記憶され、その
保存ディレクトリやファイル名等の保存個所特定情報（パス情報）をプレゼンテーション
データ自動作成アプリケーション４１２に通知される。
【０１２０】
このようにプレゼンテーションが終了すると、上述したようにＰＣ１１０のプレゼンテー
ション監視アプリケーション４０２は、プレゼンテーションが行われている間に取得した
イベントデータおよびスライド画像ファイルをＰＣ１２０ａに無線送信してデータ領域６
５０ｂに記録させる。このようにしてＰＣ１１０のプレゼンテーション用アプリケーショ
ン４０１に対してユーザが行った操作指示等に応じたイベントデータをＰＣ１２０ａに取
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り込まれる（ステップＳｃ６）。
【０１２１】
以上のようにしてイベントデータやスライド画像ファイルがＰＣ１２０ａに取り込まれる
と、上述した第１実施形態と同様にプレゼンテーションデータ自動作成アプリケーション
４１２によって、取り込んだスライド画像ファイル中のスライド画像表示用データと、録
画部４１１によって録画されたプレゼンテーションの様子を撮影した映像データに基づく
映像と、これらのスライド画像のタイトル等の文字情報を同期して表示させることができ
るプレゼンテーションデータを作成される（ステップＳｃ７）。
【０１２２】
以上のように過程を経ることで、プレゼンテーション終了後に、上記第１実施形態と同様

50

(22)

JP 2004‑227514 A 2004.8.12

のプレゼンテーションデータがＰＣ１２０ａによって作成される。したがって、このプレ
ゼンテーションデータの再生内容を視聴した視聴者は、プレゼンテーションの様子を映像
表示欄５００を参照しながら、映像表示欄５００で再生されるプレゼンテーションの各々
の時刻でそれぞれスクリーンに表示されていたスライド画像を、映像表示欄５００に表示
される再生映像ではなく別個にスライド画像欄５１０で参照することができる。
【０１２３】
また、第２実施形態にかかるプレゼンテーションデータ作成方法を伴うプレゼンテーショ
ン方法では、プレゼンテーション用アプリケーション４０１が動作するＰＣ１１０がＰＣ
１２０ａのアプリケーション領域６５０ａに格納されたプレゼンテーション監視アプリケ
ーションを実行することで、ＰＣ１１０から取得されるイベントデータを取得し、かかる

10

イベントデータ等をＰＣ１２０ａのデータ領域６５０ｂに記憶させることでＰｃ１２０ａ
に取り込めるようにしている。
【０１２４】
したがって、上述したように無線ユニット１８０を発表者が所持するＰＣ１１０に装着す
ることで、イベントデータ取得等のためのアプリケーションをＰＣ１１０にインストール
するといった作業を行うことなく、発表者の所持するＰＣ１１０からイベントデータ等を
取得し、これをＰＣ１２０ａのデータ領域６５０ｂに記憶させることができるのである。
【０１２５】
これにより発表者が自己のＰＣに新たなアプリケーションのインストールを拒否する場合
や、インストールするための時間がない場合であっても、メモリユニット１５０を装着す

20

るといった簡易な作業でイベントデータ等を自動取得することができる。そして、この自
動取得したイベントデータを用いることで、プレゼンテーションデータ自動作成アプリケ
ーション４１２の動作するＰＣ１２０ａにおいて上記のような優れたプレゼンテーション
再現が可能なデータを作成することができるのである。
【０１２６】
また、上記のようなプレゼンテーションが終了した後は、発表者のＰＣ１１０から無線ユ
ニット１８０を取り外せば、発表者のＰＣ１１０の状態はプレゼンテーションを行う前の
状態と変わらないこととなり、発表者が新たなアプリケーションのインストールによって
自己のＰＣ１１０の状態が変化することを嫌う場合であっても、メモリユニット１５０の
装着を承諾される可能性が高くなり、この結果上記のような簡易な手法によるプレゼンテ
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ーションデータ作成が可能となる。
【０１２７】
Ｃ．変形例
なお、本発明は、上述した第１実施形態および第２実施形態に限定されるものではなく、
以下の例示するような種々の変形が可能である。
【０１２８】
（変形例１）
上述した第２実施形態では、ＰＣ１１０に無線通信機能を有する無線ユニット１８０を装
着し、かかる無線通信機能を利用することでＰＣ１１０に新たなプレゼンテーション監視
アプリケーション等をインストールすることなく、イベントデータ等の取得を可能として
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いた。このように無線ユニット１８０を装着することで無線通信を利用する以外にも、両
者がデータ通信を行える手段を利用すればよく、例えばＰＣ１１０とＰＣ１２０ａとの間
を有線通信手段で接続し、または公衆網を介して接続する等データ通信が可能な状態とし
た上で、ＰＣ１１０からのアクセスに応じてＰＣ１２０ａの開放記憶領域６５０をＰＣ１
１０に開放するようにしてもよい。
【０１２９】
このように無線通信以外を利用した場合であっても、ＰＣ１１０は、ＰＣ１２０ａの開放
記憶領域６５０に記憶されているプレゼンテーション監視アプリケーションを読み出して
実行することができ、またイベントデータ等をＰＣ１２０ａのデータ領域６５０ｂに記憶
させることができる。したがって、上記第２実施形態と同様、ＰＣ１１０に新たなアプリ

50

(23)

JP 2004‑227514 A 2004.8.12

ケーションをインストールすることなく、イベントデータ等をＰＣ１２０ａに取り込むこ
とができる。
【０１３０】
（変形例２）
また、上述した各実施形態では、プレゼンテーションを撮影した映像データ（プレゼンテ
ーション再現データ）と、当該プレゼンテーションに使用したスライド画像表示用データ
と、各々のスライド画像のタイトルといった文字情報といった異なる形式のデータの再生
を制御して同期させることができるＳＭＩＬ形式のデータを作成していたが、映像再生に
同期させるスライド画像のタイトルのみならず、プレゼンテーション等を録音した音声再
生等の時系列のプレゼンテーション再現データに同期させるスライド画像のタイトルにつ

10

いて、上記実施形態と同様のタイトル調整処理を行うようにしてもよい。
【０１３１】
（変形例３）
また、上述した実施形態では、プレゼンテーションデータ自動作成アプリケーション４１
２が、イベントデータ、抽出したタイトルデータやページ番号データ等の文書情報、スラ
イド画像ファイルおよび映像ファイルに基づいて、映像と、スライド画像と、これらのス
ライド画像のタイトル等の文字情報を同期して表示させることができるプレゼンテーショ
ンデータとしてＳＭＩＬ形式のデータを作成するようにしていた。
【０１３２】
このようにプレゼンテーションデータとしてＳＭＩＬ形式のデータを作成するようにして

20

もよいが、ＳＭＩＬ以外のデータであっても、映像（または音声等）と、スライド画像等
の静止画と、タイトル等の文字情報といった異なる形式のデータの再生を制御して同期さ
せることができる形式のデータであればよく、ＳＭＩＬ形式以外の形式のデータを作成す
るようにしてもよい。
【０１３３】
また、上述した実施形態と同様にＳＭＩＬ形式のデータを作成する場合であっても、一旦
イベントデータ等から取得した（１）各スライド画像の表示タイミング（開始時刻、終了
時刻）、（２）各々のスライド画像のタイトルデータ等（タイトル、本文の内容、ページ
番号等）、（３）各スライド画像（ＪＰＥＧ等）の保存場所（パス）、（４）各スライド
画像に対応する映像ファイルの保存場所（パス）といった情報を含むＭＰＥＧ７（Ｍｏｖ
ｉｎｇ

Ｐｉｃｔｕｒｅ

Ｅｘｐｅｒｔｓ

Ｇｒｏｕｐ
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７）形式のデータを中間データ

として作成してから、かかる中間データに基づいてＳＭＩＬ形式のデータを作成するよう
にしてもよい。
【０１３４】
ここで、ＭＰＥＧ７は、ビデオやオーディオなどマルチメディア情報に付与される内容記
述データの国際規格であり、この形式の記述データを利用することで、映像（プレゼンテ
ーション映像）、静止画（スライド画像）等のマルチメディア・コンテンツの検索が容易
となる。したがって、このようなＭＰＥＧ７形式の中間データを作成することで、プレゼ
ンテーションデータのコンテンツ検索等を容易にすることができるといった効果が得られ
る。

40

【０１３５】
【発明の効果】
以上説明したように、請求項１にかかる発明によれば、プレゼンテーション用アプリケー
ションに対してユーザが行った操作指示等に関するイベントデータ取得のために新たなプ
ログラムを、プレゼンテーション用アプリケーションが動作するコンピュータ装置にイン
ストールすることなく、イベントデータを自動的に取得することができるという効果を奏
する。
【０１３６】
また、請求項２にかかる発明によれば、プレゼンテーション用アプリケーションが動作す
るコンピュータ装置に、プレゼンテーション用アプリケーションに対してユーザが行った
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操作指示等に関するイベントデータ取得のために新たなプログラムをインストールするこ
となく、イベントデータを自動的に取得することができるという効果を奏する。
【０１３７】
また、請求項３にかかる発明によれば、プレゼンテーション用アプリケーションが動作す
るコンピュータ装置にメモリユニットを装着すれば、プレゼンテーション用アプリケーシ
ョンに対してユーザが行った操作指示等に関するイベントデータ取得のために新たなプロ
グラムを当該コンピュータ装置にインストールすることなく、イベントデータを自動的に
取得してプレゼンテーションデータを容易に作成することができるという効果を奏する。
【０１３８】
また、請求項４にかかる発明によれば、プレゼンテーション用アプリケーションが動作す

10

るコンピュータ装置に、当該プレゼンテーション用アプリケーションに対してユーザが行
った操作指示等に関するイベントデータ取得のために新たなプログラムをインストールす
ることなく、イベントデータを自動的に取得してプレゼンテーションデータを容易に作成
することができるという効果を奏する。
【０１３９】
また、請求項５にかかる発明によれば、プレゼンテーション用アプリケーションが動作す
るコンピュータ装置に、プレゼンテーション用アプリケーションに対しユーザが行った操
作指示等に関するイベントデータ取得のために新たなプログラムをインストールすること
なく、イベントデータを自動的に取得することができ、かかるイベントデータと、プレゼ
ンテーションの様子を撮影等した再現データとを用いたプレゼンテーションデータを容易
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に作成することができるという効果を奏する。
【０１４０】
また、請求項６にかかる発明によれば、プレゼンテーション用アプリケーションが動作す
るコンピュータ装置に、プレゼンテーション用アプリケーションに対してユーザが行った
操作指示等に関するイベントデータ取得のために新たなプログラムを当該コンピュータ装
置にインストールすることなく、イベントデータを自動的に取得してプレゼンテーション
データを容易に作成することができるという効果を奏する。
【０１４１】
また、請求項７にかかる発明によれば、プレゼンテーション用アプリケーションが動作す
るコンピュータ装置に、プレゼンテーション用アプリケーションに対してユーザが行った
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操作指示等に関するイベントデータ取得のために新たなプログラムをインストールするこ
となく、イベントデータを自動的に取得してプレゼンテーションデータを容易に作成する
ことができるという効果を奏する。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の第１実施形態にかかるプレゼンテーション方法を実施するためのプレゼ
ンテーションデータ作成システムの全体構成を示す図である。
【図２】前記プレゼンテーションを行うプレゼンテーション用アプリケーションが動作す
るＰＣの構成を示すブロック図である。
【図３】前記プレゼンテーション用アプリケーションによって作成されるスライド画像フ
ァイルの構成を示す図である。
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【図４】前記プレゼンテーションデータ作成システムの構成要素であるメモリユニットの
構成を示す図である。
【図５】前記プレゼンテーション用アプリケーションが動作するＰＣに前記メモリユニッ
トを装着する様子を示す図である。
【図６】第１実施形態にかかるプレゼンテーション方法の手順を示すフローチャートであ
る。
【図７】プレゼンテーションデータ作成時における前記プレゼンテーションデータ作成シ
ステムの機能構成を示すブロック図である。
【図８】前記プレゼンテーションデータ作成システムによって作成されたプレゼンテーシ
ョンデータを再生した場合に表示画面の一例を示す図である。
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【図９】映像、スライド画像、タイトルといった異なる形式のデータを同期再生させる前
記プレゼンテーションデータにおける、映像、スライド画像、タイトルの対応関係を模式
的に示す図である。
【図１０】本発明の第２実施形態にかかるプレゼンテーションデータ作成を伴うプレゼン
テーション方法を実施するためのプレゼンテーションデータ作成システムの全体構成を示
す図である。
【図１１】前記プレゼンテーションデータ作成システムの構成要素である無線ユニットの
構成を示す図である。
【図１２】前記プレゼンテーション方法に用いられるプレゼンテーションデータを作成す
るＰＣの構成を示すブロック図である。
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【図１３】第２実施形態にかかるプレゼンテーション方法の手順を示すフローチャートで
ある。
【図１４】第２実施形態における、プレゼンテーションデータ作成時の前記プレゼンテー
ションデータ作成システムの機能構成を示すブロック図である。
【符号の説明】
１００

プレゼンテーションデータ作成システム

１０５

外部記憶装置

１０５ａ

外部記憶装置

１０６

接続インターフェース

１０７

ユーザインターフェース

１０８

表示部

１０９

無線通信部

１１０

ＰＣ

１２０

ＰＣ

１２０ａ

ＰＣ

１３０

ＤＶカメラ

１４０

投影機

１５０

メモリユニット

１８０

無線ユニット

２００

プレゼンテーションデータ作成システム

４０１

プレゼンテーション用アプリケーション

４０２

プレゼンテーション監視アプリケーション

４１２

プレゼンテーションデータ自動作成アプリケーション

４１１

録画部

４５０

接続インターフェース部

４６０

メモリ部

４７０ａ

アプリケーション領域

４７０ｂ

データ領域

４７０

記憶領域

５００

映像表示欄

５１０

スライド画像欄

５２０

目次欄

５５０

接続インターフェース部

５６０

無線通信部

６５０ａ

アプリケーション領域

６５０ｂ

データ領域

６５０
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開放記憶領域

30

40

(26)
【図１】

【図２】

【図３】

【図４】

JP 2004‑227514 A 2004.8.12

(27)
【図５】

【図６】

【図７】

【図８】

JP 2004‑227514 A 2004.8.12

(28)
【図９】

【図１０】

【図１１】

【図１２】

JP 2004‑227514 A 2004.8.12

(29)
【図１３】

【図１４】

JP 2004‑227514 A 2004.8.12

