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ホームページビルダー
付属ツール

ＪＣ２１-Senior Project
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付属ツール

　１．ウェブアート デザイナー　（画像）　１．ウェブアート デザイナー　（画像）　１．ウェブアート デザイナー　（画像）　１．ウェブアート デザイナー　（画像）

　２．ウェブ アニメータ　（ＧＩＦアニメ）　２．ウェブ アニメータ　（ＧＩＦアニメ）　２．ウェブ アニメータ　（ＧＩＦアニメ）　２．ウェブ アニメータ　（ＧＩＦアニメ）

　３．ウェブビデオ スタジオ　（動画）　３．ウェブビデオ スタジオ　（動画）　３．ウェブビデオ スタジオ　（動画）　３．ウェブビデオ スタジオ　（動画）

　４．　４．　４．　４．HotMedia　（リッチ　（リッチ　（リッチ　（リッチメディア コンテンツ）

　５．デジすたマーカー２　（画像へスタンプ）
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１．ウェブアート デザイナー１．ウェブアート デザイナー１．ウェブアート デザイナー１．ウェブアート デザイナー

　　　　

「ウェブアート デザイナー」は、ホームページ・ビルダーに
付属している画像作成ツールです。

「ウェブアート デザイナー」を使うと、図形オブジェクトを描画
して簡単な地図を描いたり、ホームページでよく使うロゴや
ボタンを簡単に作成することができます。

「ホームページ・ビルダー」でも GIF 画像や JPEG 画像を
編集することができますが、「ウェブアート デザイナー」には
より多くの画像編集機能があります。

　　　　ウェブアート デザイナー　（画像）とは　ウェブアート デザイナー　（画像）とは　ウェブアート デザイナー　（画像）とは　ウェブアート デザイナー　（画像）とは　ウェブアート デザイナー　（画像）とは　ウェブアート デザイナー　（画像）とは　ウェブアート デザイナー　（画像）とは　ウェブアート デザイナー　（画像）とは　

10/9/11 ＪＣ２１ＳＰ 4

１．ウェブアート デザイナー１．ウェブアート デザイナー１．ウェブアート デザイナー１．ウェブアート デザイナー

　　　　

●合成画像の作成　（写真、文字、イラストの合成）

●ロゴ　　バナー　　ボタン

●ロールオーバー （ マウスを上に置くと画像が変わります）

●図形　（簡易地図）

●フォトフレーム付きの写真

　　　　ウェブアート デザイナーを使えば、ウェブアート デザイナーを使えば、
こんなものが作れます。こんなものが作れます。
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２．ウェブ アニメータ２．ウェブ アニメータ２．ウェブ アニメータ２．ウェブ アニメータ

　　　　

ウェブ アニメータは、ホームページ・ビルダーに付属している
アニメーション GIF 作成プログラムです。

アニメーション GIF とは、GIF 形式の画像ファイルの一種で、
いくつかの画像を組み合わせてパラパラ漫画のように動かす
ものです。

アニメーション GIF は普通の GIF 画像と同じようにページに
貼り付けることができます。

　　　　ウェブ アニメータとはウェブ アニメータとはウェブ アニメータとはウェブ アニメータとはウェブ アニメータとはウェブ アニメータとはウェブ アニメータとはウェブ アニメータとは
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２．ウェブ アニメータ２．ウェブ アニメータ２．ウェブ アニメータ２．ウェブ アニメータ

　　　　

・・・・手持ちの画像を組み合わせてパラパラ漫画のような
　アニメーションを作成する

・1つの画像にアニメーション効果を加えてインパクトのある
　アニメーションを作成する

・指定した文字列にアニメーション効果を加えて
　文字アニメーションを作成する

　　　　ウェブ アニメータにできることウェブ アニメータにできることウェブ アニメータにできることウェブ アニメータにできることウェブ アニメータにできることウェブ アニメータにできることウェブ アニメータにできることウェブ アニメータにできること
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３．ウェブビデオ スタジオ３．ウェブビデオ スタジオ３．ウェブビデオ スタジオ３．ウェブビデオ スタジオ

　　　　

ホームページ・ビルダー付属のツール「ウェブビデオ スタジ
オ」を使えば、デジタル ビデオ カメラで撮影した映像をパソコ
ンに取り込むことができます。

取り込んだデータはトリミングなどの編集を行い、さまざまな
効果を加え、加工したデータをビデオ ファイルやアニメーショ
ン GIF といった形式で出力できます。作成したファイルは、
ホームページ・ビルダーのページに簡単に貼り付けることが
できます。

ウェブビデオスタジオとはウェブビデオスタジオとはウェブビデオスタジオとはウェブビデオスタジオとはウェブビデオスタジオとはウェブビデオスタジオとはウェブビデオスタジオとはウェブビデオスタジオとは
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３．ウェブビデオ スタジオ３．ウェブビデオ スタジオ３．ウェブビデオ スタジオ３．ウェブビデオ スタジオ

　　　　
ウェブビデオ スタジオには、次の 8つの便利な機能があります。

１．デジタルビデオ (DV) カメラで撮影した映像をビデオ ファイルと　
　して取り込む 
２．ビデオ ファイルから必要なシーンだけを切り取る 
３．複数のビデオ ファイルをつなぎ合わせて 1つのビデオ ファイル
　　を作成する 
４．ビデオ ファイルにタイトルや字幕などのテロップを合成する 
５．ビデオ ファイルにデジカメ写真やイラストなどのイメージを
　　合成する 
６．ビデオ ファイルに音楽 (BGM) を挿入する 
７．ストリーミング ファイルを作成してホームページに貼り付ける 
８．ビデオ ファイルから画像を数コマ切り出して、アニメーション 　
　　GIF または連続写真としてホームページに貼り付ける 

ウェブビデオスタジオの主な機能ウェブビデオスタジオの主な機能ウェブビデオスタジオの主な機能ウェブビデオスタジオの主な機能ウェブビデオスタジオの主な機能ウェブビデオスタジオの主な機能ウェブビデオスタジオの主な機能ウェブビデオスタジオの主な機能
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４． ４． ４． ４． HotMedia

　　　　
HotMedia は、さまざまなマルチメディアの要素をひとつのオブジェクトとし
て効果的かつ効率的にまとめた、リッチ メディア コンテンツを作成する技
術です。

Java アプレット形式のため特別なプラグインも必要なく、Web を見る側
に魅力的で充実した表現を提供します。
オンラインショップの商品説明、インタラクティブ バナー広告、オンライン 
ツアー、e-ラーニング教材制作など、趣味からビジネスまで幅広い用途に
効果を発揮します。

HotMedia の最大の特徴は、特殊なプラグインなしでリッチ メディアを表
示することができる点です。そのため、リッチ メディアを Web ページ上で
迅速に表示することができます。また、ストリーミング技術によって、動画
の再生もスムーズに実行できます。

ＨｏｔＭｅｄｉａとはＨｏｔＭｅｄｉａとはＨｏｔＭｅｄｉａとはＨｏｔＭｅｄｉａとはＨｏｔＭｅｄｉａとはＨｏｔＭｅｄｉａとはＨｏｔＭｅｄｉａとはＨｏｔＭｅｄｉａとは

10/9/11 ＪＣ２１ＳＰ 10

４． ４． ４． ４． HotMedia　機能　機能　機能　機能

　　　　

HotMedia クリエーターで作成できるリッチ メディアのさまざまなタイプ
HotMedia クリエーターでは、次の各タイプに対し、ホットリンクや音声、画像の
ズームインやズームアウト、ツールヒントなど、さまざまなアクションを組み合わせ
ていくことで、HotMedia ファイル (*.mvr) を作成することができます。

マルチトラック アニメーション
アニメーションのフレームごとにホットリンクを設定できるほか、
画像のズームインやズームアウトなどアニメーション GIF では
表現できない効果を提供します。
オンラインショップの商品画像などに最適です。
 
スクロール イメージ
Web 上の一定の枠内で自動的に、またはマウスでインタラクティブ
に操作してスクロールできる効果を提供します。

ＨｏｔＭｅｄｉａの機能ＨｏｔＭｅｄｉａの機能ＨｏｔＭｅｄｉａの機能ＨｏｔＭｅｄｉａの機能ＨｏｔＭｅｄｉａの機能ＨｏｔＭｅｄｉａの機能ＨｏｔＭｅｄｉａの機能ＨｏｔＭｅｄｉａの機能
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４． ４． ４． ４． HotMedia　機能　機能　機能　機能

　　　　パノラマ
デジタルカメラなどで作成した円筒形のパノラマ画像を自動的に、又は
マウスでインタラクティブに操作し、会場案内など、Web でツアーを楽しめ
るような効果を提供します。 
同期オーディオ、ビデオ
オーディオやビデオと画像を時間軸で同期させる効果を提供します。
プレゼンテーションや e-ラーニング教材に最適です。 

iPIX

iPIX 社が提供する iPIX フォーマットの画像をもとに、360 度 × 360 度の
パノラマ画像を生成できます。 
3D モデル
VRML データをもとに生成できるインタラクティブな 3D コンテンツです。 
注意：HotMedia クリエーターは、画像、パノラマ画像、ビデオ、iPIX イメージ などの素材を組
み合わせるためのツールです。素材自体の編集および作成には、別途専用のソフトウェア
が必要になる場合があります。

ＨｏｔＭｅｄｉａの機能（続き）ＨｏｔＭｅｄｉａの機能（続き）ＨｏｔＭｅｄｉａの機能（続き）ＨｏｔＭｅｄｉａの機能（続き）ＨｏｔＭｅｄｉａの機能（続き）ＨｏｔＭｅｄｉａの機能（続き）ＨｏｔＭｅｄｉａの機能（続き）ＨｏｔＭｅｄｉａの機能（続き）
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４． ４． ４． ４． HotMedia　特徴　特徴　特徴　特徴

　　　　

HotMedia 技術利用のメリット
多様な e-business サイトのソリューション (e-カタログ、
e-ラーニング、e-ツアーなど) に必要となる、既存のメディア
では表現できない効果を実現 

Java アプレットのため、プラグイン不要 
Java の知識も不要 
Java アプレットのため、ロードはわずか数秒で、さらにサムネイル
機能等により、ロード中の処理も可能 

コンテンツのサイズは、使用するメディアにもよるが、今回使用中
のサンプルの場合でも数百 K バイトと非常に小さい

ＨｏｔＭｅｄｉａの特徴①ＨｏｔＭｅｄｉａの特徴①ＨｏｔＭｅｄｉａの特徴①ＨｏｔＭｅｄｉａの特徴①ＨｏｔＭｅｄｉａの特徴①ＨｏｔＭｅｄｉａの特徴①ＨｏｔＭｅｄｉａの特徴①ＨｏｔＭｅｄｉａの特徴①
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４． ４． ４． ４． HotMedia　特徴　特徴　特徴　特徴

　　　　
HotMedia が実現できる高度な処理
●対話的なマルチトラック アニメーション、パノラマ、画像の回転、画像のズー　　
　ム、または画像のスクロール 
●ディゾルブ、ワイプ、スライドなど、アニメーションのトランジション効果 
●360 度または部分パノラマ 
●画像、HTML、および JavaScript と同期を取ったオーディオによるストーミング、
　スライドショーといったプレゼンテーション効果 
●ビデオと同期オーディオによるストリーミング 
●ズームイン、ズームアウト、および回転機能を伴う 3D 画像表示 
●ナビゲーションとカスタム プレーヤー制御を目的とした JavaScript インター

　フェース 
●品質の設定が可能なオーディオ ストリーミング機能 
●ホットリンク機能 
●アニメーションまたはオーディオ再生の終了時に HotMedia イベント、HTML 

　イベント、または JavaScript イベントをスケジュールするイベント トリガー

ＨｏｔＭｅｄｉａの特徴②ＨｏｔＭｅｄｉａの特徴②ＨｏｔＭｅｄｉａの特徴②ＨｏｔＭｅｄｉａの特徴②ＨｏｔＭｅｄｉａの特徴②ＨｏｔＭｅｄｉａの特徴②ＨｏｔＭｅｄｉａの特徴②ＨｏｔＭｅｄｉａの特徴②
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４． ４． ４． ４． HotMedia　特徴　特徴　特徴　特徴

　　　　

HotMedia とホームページ・ビルダー
HotMedia は、ホームページ・ビルダーにおいて、次のような 2つのアプ
ローチによって利用できます。

HotMedia クリエーター 
・HotMedia 技術を提供するツールとして、HotMedia クリエーターが提供
　されます。ホームページ・ビルダーとシームレスに連携しているため、　
　ページ編集中に気軽にコンテンツ作成を進められます。
・ホームページ・ビルダーから起動できる HotMedia 作成ウィザード機能 
　HotMedia を気軽に使って体験していただくために、アニメーション、ス　 
　クロール イメージ、パノラマの 3 タイプについて、ホームページ・ビル　　
　ダーからウィザードでコンテンツが作成できる機能を搭載しています。

ＨｏｔＭｅｄｉａの特徴③ＨｏｔＭｅｄｉａの特徴③ＨｏｔＭｅｄｉａの特徴③ＨｏｔＭｅｄｉａの特徴③ＨｏｔＭｅｄｉａの特徴③ＨｏｔＭｅｄｉａの特徴③ＨｏｔＭｅｄｉａの特徴③ＨｏｔＭｅｄｉａの特徴③
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５．５．５．５．デジすたマーカー２

　　　　
デジすたマーカー２は、画像に見えない透かしを埋め込んだり、透けたス
タンプを押すことができるツールです。
また、画像から見えない透かしを抽出したり、押したスタンプを取り去るこ
ともできます。
これらの画像をホームページ・ビルダーに送ることで、簡単にホームペー
ジを作成することができます。
さらにスタンプを押した画像は、スタンプを押した際に自動生成される
「デジすたマーカー２：透かしスタンプ除去プログラム」により、画像から
スタンプを取り去ることもできますので、スタンプが押された画像とこの
「透かしスタンプ除去プログラム」を相手に送れば、デジすたマーカー２
が導入されていないパーソナル・コンピュータ上でもスタンプの除去がで
きます。
見えない透かしの抽出は「デジすたマーカー２：透かしラベル抽出プログ
ラム」を作成することで、同様に他のパーソナル・コンピュータ上で見えな
い透かしを抽出することができます。

デジたすマーカー２とはデジたすマーカー２とはデジたすマーカー２とはデジたすマーカー２とはデジたすマーカー２とはデジたすマーカー２とはデジたすマーカー２とはデジたすマーカー２とは


