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実世界シナリオに基づく映像の再編纂
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近年，記憶媒体の大容量化に伴い，大量の放送映像を電

子的に蓄積したアーカイプを構築し，コンビュータ上で検

索・閲覧する技術に関する研究が盛んで、ある.しかし映

像はテキストや画像と比べて一覧性が悪いため，検索結果

を確認するだけでも長時間を要するという問題がある.

そこで筆者らは，単純に検索結果を一覧表示するのでは

なく，映像コンテンツに関連する何らかの実世界情報(ウ

ェプを含む，さまざまなソーシャルメディアから得られる

情報)をいわば「シナリオ」とみなして，アーカイプ中の映

像を再編纂して提示する方法について検討している.本稿

では，ニュース，スポーツ，料理の3分野における筆者ら

の取組みについて紹介する.

回 ニュースコンテンツ

ニュースコンテンツに関しては， 2種類の実世界シナリ

オを想定した映像再編纂方法を紹介する.

2.1 Wikipedia記事のマルチメディア化

・映 像:ニュース映像

-シナリオ:時事関係のWikipedia記事

オンライン百科事典Wikipedia* 1は，不特定多数の利用

者が臨時加筆修正を行う枠組みにより実現された，実世界

のさまざまな事象に関する即時性が高い情報源である.し

かしテキスト中心の記述であり，画像・映像が付加され

ていることは少ない.そこで筆者ら は，時事関係の

Wikipedia記事中の経緯に関する時系列的記述に対して，

ニュース映像の該当するストーリ _*2を自動的に対応付け

る手法を開発するとともに，閲覧インタフェース

rVideopediaJを実装した.以下でその手法について簡単に

紹介する.

* 1 http://ja.wikipedia.org/wiki/ 
*2 一つのイベントについて扱った，ニュース映像の意味的な最小単位.

ここでは，文献2)の手法により，自動的に分割きれていると想定する.
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[Wikipedia記事と二ユースストーリーの対応づけ]

まず，Wikipedia記事中に出現する日付表現を抽出し，

放送日により，対応づけるストーリー候補を絞り込む.次

に， Wikipedia記事とストーリーの文字放送字幕判中の名

調の出現頻度ベク トルを比較することで，両者の話題の類

似度を測り，闘値以上のものを対応づける.

[トピックスレッド権造に基づく対応づけの補間]

ニュース番組とWikipedia記事で、は，記述の粒度が異な

るため，以上の処理だけでは充分な対応づけが得られない.

そこで，筆者らが別途提案した， トピックの変遷を追跡し

た「トピックスレッド構造J2)を利用して， トピックスレッ

ド上の対応づいたストーリー聞を補間するように，洩れた

ストーリーを映像に対応づける.

以上の手法を，三つの時事関連Wikipedia記事に適用し

た結果について入手で確認したところ，適合率82.1%，再

現率75.8%の精度で正しく対応づけられていた.

このようにして得られた対応づけに基づいて，時事関係

のWikipedia記事中の，経緯に関する時系列的記述と該当

する映像を同期して，閲覧するためのインタフェース

rVideopediaJを図1に示す.

*3 主に聴覚障害者のために，音声を半自動的に書き下したテキストで，

映像とともに放送されている.
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なお，本研究の詳細については，文献1)を参照されたい.

2.2 特定人物に注目した要約映像の制作

-映 像:ニュース映像

-シナリオ:内閣支持率叫

放送局などにおいて，社会的に広く知られた人物の引

退・死去などにあたり，その来歴を説明する映像を制作す

ることがある.引退・死亡という出来事は往々にして突発

的に発生するため，アーカイブ中の膨大な量の映像から，

限られた時間の中で必要な映像素材を収集して，短い映像

に編集し直す必要がある.

そこで筆者らは，ニュース映像に頻出する人物である

「内閣総理大臣jに注目し，辞任へ至った過程を説明するよ

うな要約映像の制作を支援する方法を考えた.具体的には，

支持率の変化やトピックの重要度を手がかりにして，編集

に必要と思われる素材映像を，大規模ニュースアーカイプ

から自動的に収集する方法を開発した.以下でその手法に

ついて簡単に紹介する.

[処理対象映像の抽出]

まず，要約映像を制作したい内閣総理大臣の在任期間中

に，その名前が主語になっている文を含むすべてのストー

リーを，処理対象映像として抽出しておく.

[定型的イベントに関する映像の検出]

就任直後や辞任直前の期間については，施政方針演説や

辞任会見など定型的に生じるイベントについて，時期とキ

ーワードからなるテンプレートを用意して，検出する.

[支持率変化に基づく重大イベン卜に関する映像の抽出]

まず，月例支持率に以下の現象が生じた期間に，重大イ

ベントが発生したと考え，イベント発生期間とする.

(1)支持率の大幅な増減

(2)支持率と不支持率の逆転

(3)圧倒的な高支持率または低支持率

図2に，支持率グラフと，検出されたイベント発生期間

の例を示す.

次に，イベント発生期間中のストーリーから，イベント

に関する情報を含むと思われるものを推定する.具体的に

は，期間中の各ストーリーについて，以下の条件を満たす

ものをイベント候補として抽出する.

(1)トピックスレッド構造の始点または終点

(2)トピックスレッド構造上で前後にストーリーが密集

これらの条件は，当該ストーリーがトピックの時間的変

遷の中で，その発生または決着に関するイベントを含むか，

大きな話題になっていることから，重大イベントを含む可

能性が高いと考えて設定した.

最後に，各イベント候補ストーリーのテキストに対して，

評判分析を適用する.その後，編集者の意図が，肯定的な

映像を制作したいか， 否定的な映像を制作したいかによっ

て，肯定度または否定度順に整列しておく.

*4 1政治意識月例調査J3l中の月ごとの内閣支持率.
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図3 制作された要約映像の例(安部首相)

[要約映像の編集]

最終的に制作する映像長と，イベント発生期間数に応じ

て，各イベントに対する採用映像数・映像長を割り振る.

この際，各イベント発生期間について，整列したストーリ

ーの上位から順に，指定された映像数だけ選択する.

最終的な映像は，支持率グラフにイベント発生時の支持

率変化を示したCG(図2のような画像)を挿入し，その後に

その変化を裏付けると思われる映像素材から切出された映

像断片を結合することによって得る.切出しにあたっては，

当該総理大臣の名前が発話された瞬間を始点とすることで

自動化も可能であるが，実用レベルの完成度を求めるなら

ば，これより先は人手に委ねた方が良い場合もある.

図3に，提案手法により選択されたストーリーから，最

終的に入手で切出した区間を結合して制作した要約映像の

例を示す.

なお，本研究の詳細については，文献4)を参照されたい.
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回スポーツコンテンツ:twitterのつぶやきに

基づくスポーツ映像の要約

-映 像:スポーツ中継映像

・シナリオ:twitterの投稿数・投稿者の属性

近年，マイクロブログサービスtwitter刊による手軽なつ

ぶやきの投稿が流行している.特に，スポーツの試合など

は，間接・ 直接に視聴する多数の利用者が，リアル夕イム

に体験を共有しながらtwitterで、つぶやきを投稿する視聴

態が普及している.

そこで筆者らは，大量のtwitterのつぶやきを収集し，属

性別投稿数に基づいて，応援チーム別に要約映像を制作す

る方法を開発できるようにした.以下でその手法について

簡単に紹介する.

[投稿者の属性推定]

試合時間中に投稿されたすべてのつぶやきの投稿者ごと

に，一連のつぶやきから応援しているチーム (=投稿者の

属性)を推定する.投稿者の属性を推定するために，応援

チームごとに出現しやすいキーワードを事前に学習してお

く.このために，応援チームに関するタグが付与されてい

る投稿について， SO-PMI (Semantic Orientation Using 

Pointwise Mutual Information)と呼ばれる手法5)を適用し

て，属性評価辞書を作成した.これにより，属性を示すタ

グが付与されていない個々のつぶやきについても，属性を

推定することができるようになった.

[属性別投稿頻度に基づくチーム別盛り上がり推定]

次に，属性別の投稿頻度から，チーム毎の盛り上がり状

況を分析する (図4). これに基づいて，試合の盛り上がり

を集めた要約映像を制作する.図5に，実装した要約映像

閲覧インタフェース ItwiSpoJを示す.このイ ンタフ ェー

スにより，視聴者の属性を切替えたうえで，同じ属性の投

稿者が多数つぶやきを投稿したハイラ イトシーンからなる

要約映像を制作して提示できるようになった.

なお，本研究の詳細については，文献6)を参照されたい.

回料理コンテンツ:テキストレシピのマルチ

メテεイア化

-映 像:料理番組映像

.シナリオ:調理レシピ

近年，投稿型調理レシピサイトが爆発的に普及し，日々

大量のレシピが投稿されている.これらのサイトは一般ユ

ーザが気軽に調理レシピを投稿できる反面，撮影や編集の

手間がかかるため，手順に対応する画像や映像が付与され

ることは依然，少ない.

そこで筆者らは，料理番組映像やウェブ上の調理映像か

ら，特定の素材に対して特定の調理作業を施している映像

断片を大量に収集，索引付けしたデータベースを作成して

* 5 http://twitter.com/ 
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おき，それらを自動的にテキストレシピに対応付けること

で，任意の調理レシピに映像を付与する枠組みを考えた.

以下でその手法について簡単に紹介する.

[調理動作映像データベースの構築]

多くの料理番組映像には，音声を書き下した文字放送字

幕が付随して提供される.これについて，食材を表す名調

と調理動作を表す動詞に関する簡単な係り受け解析を行う

ことで，対応する映像区間に「食材一調理動作」の組を索引

付けする.

しかしこれだけでは，映像中で実際に当該調理動作を行

っている保証がない.また， 当該調理動作だけではなく，

前後に冗長な映像が含まれることが多い.そこで，図6に

示すように，映像区間中の動作特徴(特徴空間中の軌跡の

形状，および¥画像中の繰り返し動作領域の分布)を分析，

分類したうえで，調理動作の種類との整合性を確認し，整

合する場合のみ，動作区間のみ切出した映像断片をデータ

ベースに格納する.

映像情報メディ7学会誌 Vol.66， No. 4 (2012) 
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動作の種別 映像断片の例特徴空間中の軌跡
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図6 動作特徴に基づく調理動作の分類

[テキス卜レシピへの映像付与]

既存のテキストレシピの構造を解析し，調理手順に関す

る記述から， r食材一調理動作Jの組を抽出する.次に，調

理動作映像データベースを参照することで，この組と対応

するすべての映像断片を検索する.また，組と一致する映

像断片がなかった場合は，改めて調理動作のみ一致するも

のを検索する.

実際には，大量の料理番組映像に本手法を適用し，さま

ざまな食材と調理動作の組合せを網羅したデータベースを

構築する必要があるが，筆者らは，入手で必要な映像を収

集，索引付けして作成した小規模なデータベースを用いた，

マルチメディア化レシピインタフェース rVideoCooKingJ 

(図7)を試作して，提案手法の効果を確認した.

なお，本研究の詳細については，文献7)を参照されたい.

回 むすび

本稿では，映像コンテンツに関連するさまざまな実世界

情報をいわば「シナリオ」とみなして，アーカイプ中の映像

を再編纂して提示する方法について，ニュース，スポーツ，

料理の3分野における取組みについて紹介した.

実用レベルのコンテンツを制作するためには，各手法の

精度を高めるとともに，より多様な素材を収集して用いる

必要があるため，今後は，放送映像だけでなく，ウェプ上

の画像 ・映像を含めた枠組みを考えていきたい.

最後に，以上に紹介した研究の大部分は，科研費特定領

域研究「情報爆発IT基盤J，若手研究 (B)，基盤研究 (B)， 

日本学術振興会優秀若手研究者海外派遣事業，国立情報学

研究所およびアムステルダム大学との共同研究による.ま

た，各研究に携わった研究室のスタッフおよび学生諸氏に

感謝する (2011年12月19日受付)
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