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メイン・メディアの有するストーリー性を引き立たせるための 
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あらまし 本稿では，メイン・メディアの有するストーリー構造を計量し，そのストーリー性を引き立たせるた

めのサブ・メディア群の連続的提供によるメイン・メディア装飾，および，鑑賞のための環境生成システムの実現

方式を示す．ユーザーがあるメディアデータを鑑賞する際，鑑賞の主対象となるメディアをメイン・メディア，メ

イン・メディアを装飾する他の複数のメディアをサブ・メディアと定義する．本システムは，ストーリー性抽出機

能(Story Extraction function)，関係性計量機能(Correlation-Computing function)，および，連続提供機能(Continuous Media 
Data Rendering function)の 3 つの機能から構成される．ストーリー性抽出機能では，時間的推移に伴い変化するメイ

ン・メディアの印象を，印象語の列として抽出する．関係性計量機能では，メイン・メディアの印象語列の各印象

語との関係性を，データの持つ印象の観点から計量することにより，メイン・メディアを装飾するサブ・メディア

群を抽出する．連続提供機能では，関係性計量機能により得られたサブ・メディア群を，メイン・メディアの有す

るストーリーに応じて連結することにより, 連続的な装飾を行なう．本方式により，メイン・メディアとして Stars 
and Stripes Forever(Sousa 作曲)の楽曲，サブ・メディアとして印象派の作品 30 枚を用いてプロトタイプシステムを

実現した．また，各機能において実験を行い，本方式の実現可能性を検証し，応用可能性について考察した． 
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Abstract  This paper presents an implementation method of a Media Appreciation Environment Creation System with 
sub-media data rendering for decorating story of main media data. This method is used to provide an appreciation environment 
for media data, with extracting a story of main media data as a sequence of impression words. The sequence is used to adjust 
sub-media rendering to the story of the main media. This adjustment is performed by the calculation of the correlation values 
between impressions of main-media data and sub-media data. This method consists of 3 functions, 1) Story Extraction 
Function to extract a story of main-media data as a sequence of impression words with granularity calculation, with the 
metadata creation of sub-media data as impression words, 2) Correlation-Computing Function to perform correlation 
computing between each impression word along the sequence of the main media story and impression words of the sub media 
data, 3) Rendering Function to render the sub-media data along the story of main-media data. With this method, we have 
performed several experiments to verify the feasibility, and also examined possibilities of our application. 
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1. はじめに  
マルチメディアデータベースの研究分野において，さ

まざまなメディアデータ (画像・音楽・動画など )群を

対象としたデータ検索，統合方式，および，メタデー

タ自動生成システムが実現されている．それらの方式

の中において，ベクトル空間計量を用い，印象語によ

り与えた問い合わせと検索対象となるメディアデータ

群との相関量を計量することにより，メディアデータ

群 の 集 合 を 獲 得 す る 方 式 が 提 案 さ れ て い る

[1,2,3,4,5,6,13,14,15]．また，メタデータ自動生成方式

において，色彩心理学や音楽心理学などの心理学分野

の研究成果を適用することにより，人間の感性に合致



 

 

するメタデータ自動生成システムの実現 [1,2,3,6,7,8,9]，
および感性検索システムの実現 [1,2,3,4,5]可能となっ

ている．  
本稿では，これら感性によるメディアデータ検索方

式 [1,2,3,4,5]，メタデータ自動生成方式 [1,2,3,6,7,8,9]，
および，時系列メディアデータにおける複数粒度感性

メタデータ生成方式 [9]を用い，あるストーリー性を有

するメイン・メディアデータの鑑賞する場合において，

そのメイン・メディアデータのストーリー性を引き立

たせるためのサブ・メディア群の連続提供によるメイ

ン・メディア装飾システム，および，鑑賞環境生成シ

ステムの実現方式を示す．その実現方式として，スト

ーリー性抽出機能，関係性計量機能，連続提供機能の

3 つの機能を提案する．本稿において，ユーザーがク

エリーとして発行する，鑑賞の主対象となるメディア

をメイン・メディア，このメイン・メディアの装飾に

用いる他メディアをサブ・メディアと定義する．スト

ーリー性抽出機能において，時間的推移に伴い変化す

るメイン・メディアの印象を印象語の列として抽出し，

関係性計量機能において，メイン・メディアの印象語

列の各印象語との関係性を，データの持つ印象の観点

から計量することにより，メイン・メディアを装飾す

るサブ・メディア群を抽出する．最後に，連続提供機

能により，関係性計量機能により得られたサブ・メデ

ィア群を，メイン・メディアの有するストーリーに応

じて連結することにより , 連続的な装飾を行なう．  
本稿では，音楽データをメイン・メディアデータ，

画像データをサブ・メディアデータとして用い，プロ

トタイプシステムを実現し，提案する 3 つの各機能に

おいて実験を行い，本方式の実現可能性を検証し，応

用可能性について考察した．  
2. 関連研究  
本研究の関連研究は，次の 4 項目にまとめられる (表 1
参照 )．  
マルチメディア自動デコレーション技術  
マルチメディアデータを自動的にデコレーションする技術とし

ては，Windows Media Player[21]など，楽 曲 ・映 像 再 生 環

境 が開 発 されている．これらは，楽 曲 再 生 時 にその楽 曲 の

物理的特徴を分析し，パターン化された映像をリアルタイム

に獲得することが可能である． 

感性的マルチメディアデコレーション技術  
アーティストによるマルチメディアを感性的にデコレ

ーションする技術，および，マルチメディア作品 [19,20]

などが発表されている．これらは，楽曲の感性的特徴や

物 理 的 特 徴 などにより画 像 ・映 像 を組 み合 わせたマルチメ

ディア作品である． 
感性的マルチメディア自動デコレーション技術  
感性的マルチメディア自動デコレーション技術は，画

像を用いた感性的楽曲装飾技術 [15]，調性による楽曲

の可視化技術 [17]などが提案されている．   
感性 的ストーリー性計量によるマルチメディア自 動

デコレーション技術  
感性的ストーリー性計量によるマルチメディア自動デ

コレーション技術として，我々はメディアデータによ

るフォント装飾技術を提案している．本方式は，この

感性的マルチメディア自動デコレーション技術のとし

て位置付けられる [22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33]．  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図１：システム構成図  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図２：ストーリー性抽出機能説明図  
 
 
 
 
 

表１：メイン・メディア装飾技術概容  

感性計量 
  

なし（物理量のみ使用） あり 

なし 
マルチメディア自動デコレーション技術 

 Windows Media Player[21] 

感性的マルチメディアデコレーション技術 

 アーティストによるマルチメディア作品 [19,20] 
感性的マルチメディア自動デコレーション技術  

 Novel Music Emotion Model[15] 

 調性による楽曲の可視化技術 [17] 
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3. 基本方式  
本節では，本稿で示すメイン・メディアの有するスト

ーリー性を引き立たせるためのサブ・メディア群の連

続提供による，メイン・メディア装飾・鑑賞環境生成

システム構築の基本方式について述べる．本稿で提案

する基本方式は，ストーリー性抽出機能，関係性計量

機能，連続提供機能の 3 つの機能を持つ．本稿におい

て，ユーザーがクエリーとして発行する，鑑賞の主対

象となるメディアをメイン・メディア，このメイン・

メディアの装飾に用いる他メディアをサブ・メディア

と定義する．ストーリー性抽出機能において，時間的

推移に伴い変化するメイン・メディアの印象を，印象

語の列として抽出し，関係性計量機能において，メイ

ン・メディアの印象語列の各印象語との関係性を，デ

ータの持つ印象の観点から計量することにより，メイ

ン・メディアを装飾するサブ・メディア群を抽出する．

最後に，連続提供機能により，関係性計量機能により

得られたサブ・メディア群を，メイン・メディアの有

するストーリーに応じて連結することにより , 連続的

な装飾を行なう．以下に各機能の具体的な説明を述べ

る．  
3.1. ストーリー性抽出機能 (Story Extraction Function) 
本機能では，時間的推移に伴い変化する時系列上で展

開されるメディアデータの持つ印象を，メタデータ列

として抽出し，それをストーリーと定義する．  
-Step1-1：メイン・メディアを構成する最小セクシ

ョンへと分割する．  
-Step1-2：感性メタデータ生成技術 [7,8,9]を用い，

最小セクションごとにメタデータを付与し，メタ

データ列として得る．また，隣接するセクション

間の感性的な影響を計量するグラニュアリティ

ー・コントロールにより，セクションの統合・調

整から得られた複数のレイヤーにおけるストー

リー性を抽出する．同様に各レイヤーでのストー

リー性をメタデータ列として獲得し，これをスト

ーリー型メタデータと定義する．  
-Step1-3：Step1-2 で得られた複数のレイヤーにおける

メタデータ列を，ストーリー型メタデータとしてスト

ーリーデータベースに格納する．  
-Step1-4：同様にサブ・メディアデータのメタデータ

として印象語を抽出し，あらかじめサブ・メディアデ

ータベースに格納しておく．  
3.2. 関 係 性 計 量 機 能 (Correlation-Computing Function 

between MAIN MEDIA and SUB MEDIA) 
本機能において，サブ・メディア群とメイン・メ

ディアのストーリー型メタデータ列との関係性

を，データの持つ印象の観点から計量することに

より，メイン・メディアを装飾するサブ・メディ

ア群を抽出する．また本機能において，サブ・メ

ディアによるメイン・メディアの装飾において不

快感のない協和性，すなわち親和性計量を行なう．  

3.3. メディアコンテンツ群 連 続 提 供 ・装 飾 機 能 (Rendering 
Function) 

本機能は，関係性計量機能により得られたサブ・

メディア群を，メイン・メディアの有するストー

リーに応じて連結することにより , 連続的な装飾

を行なう．提供されるサブ・メディアの物理的属

性 (デバイス依存性 )や提供環境の差異反映した提

供を行なう．  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図３：関係性計量機能説明図  
 
 
 
 
 
 
 
 

図 4：連続提供機能説明図  
 
4. 実現方式  
本節では，本稿で示すメイン・メディアの有するスト

ーリー性を引き立たせるためのサブ・メディアデータ

群の連続提供による，メイン・メディア装飾・鑑賞環

境生成システム構築の実現方式について述べる．メイ

ン ・ メ デ ィ ア を 楽 曲 デ ー タ (Stars and Stripes 
Forever(Sousa 作曲 ))とし，サブ・メディアをシャガー

ルやモネなどの印象派画家の作品画像群 30 枚としプ

ロトタイプシステムを実現した．本実現に用いた具体

的計量方式について述べる  
4.1. ストーリー性抽出機能 (Story Extraction Function) 
-Step1-1：メイン・メディアである楽曲を１小節 (本
楽曲では 4 秒間隔）ごと，最小セクションとして

分割する．本分割に，MIDI 編集ソフトの Score 
Grapher を用いた．  
-Step1-2：音楽心理学の知見を用いた感性メタデータ

生成技術 [6,7,8,9]により，最小セクションごとのメタ

データを，音楽印象クラスター名として得た．音楽印

象クラスターとは，音楽心理学者へフナーにより定義

され，8 つのクラスター (c1～c8)が円として配置されて

いる．ピッチやリズムなど音楽の 6 構成要素の解析に

より，楽曲は，これら 8 つのクラスターのどのクラス

ターに属するか決定される．各クラスターは，7～9 つ

の印象語で定義されている．  
 本稿において，各セクションのメタデータとして 8
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つのクラスターのいずれかが付与され，更に各クラス

ターを定義する印象語群から代表の印象語をメタデー

タとして付与した．また，隣り合うセクション間の統

合 (粒度コントロール )を行なうことにより，同一の楽

曲について異なるレイヤーでの複数のストーリー型メ

タデータ列を得た (実験結果１参照 )．  
-Step1-3：Step1-2 で得られた複数のレイヤーにおける

ストーリー型メタデータ列をストーリーデータベース

に格納する．本稿において実現したプロトタイプシス

テムでは，2 度統合された後のレイヤー (第 3 番目レイ

ヤー )のメタデータ列をストーリーとして用いた．  
-Step1-4：シャガールやモネなどの作品画像群 30 枚を

サブ・メディアデータとし，色彩情報による静止画像

メタデータ生成システム [2,3]を用い，画像の印象語を

メタデータとして抽出し，あらかじめサブ・メディア

データベースに格納した．  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図５：音楽心理学 (へフナーモデル )説明図  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図６：色彩心理学 (カラーイメージスケール )説明図  

 
4.2. 関係性計量機能 (Correlation-Computing Function) 
-Step2-1：Step1-3 で得られたストーリー型メタデータ

列からメイン・メディアにおいてあるストーリー性を

示す第 3 番目レイヤーを，装飾を施すメイン・メディ

アのストーリーとして選択した．  
-Step2-2：サブ・メディア群とメイン・メディア

の Step2-1 で選択したストーリー型メタデータ列との

関係性を，データの持つ印象の観点から計量する

ことにより，メイン・メディアを装飾するサブ・

メディア群を抽出した．また，逆の印象をもつ印象

語は，音楽心理学の研究成果であるヘフナーサイクル

モデルを用いた．へフナーサイクル上の音楽印象ク

ラスターにおいて，隣り合うクラスター同士の印

象は近く，反対に位置するクラスターは逆の印象

を持つと定義される．  
4.3. メディアコンテンツ群 連 続 提 供 ・装 飾 機 能 (Rendering 

Function) 
-Step3-1：Step2-2 で得られた 2 つのパターンのサブ・

メディア群を，メイン・メディアの音楽データ鑑賞時

に同時に連続提供する．サブ・メディアである画像群

は，Step1-2 で得られた各セクションのスタート時に同

期付けが行なわれ，表示される．メイン・メディア，

サブ・メディアの両メディアを，Windows ムービーメ

ーカを用い統合し，パソコン上で提供した．  
4.4. 本実現方式に用いた計量方式の概容説明  
本節では，本実現において用いた計量方式の説明を行

なう．意味の数学モデル (以下，MMM)[1,2]は，メイン・

メディアの各粒度の印象語とサブ・メディアとの関係

性を計量するため，関係性計量機能で用いた．また，

楽曲メタデータ自動生成方式 [5,6,7,8,9]，および，粒度

計量方式 [9]は，印象語をメディアデータのメタデータ

として付与するため，動機機能において用いた．  
-4.4.1：意味の数学的モデル (MMM)[1,2] 

検索対象となるベクトル表現されたメディアデータを

マッピングするための正規直交空間 (以下，メタデータ

空間 )を設定する．  
設定されたメタデータ空間へメディアデータのメタ

データをベクトル化し写像することにより，同じ空間

に検索対象データのメタデータが配置されることにな

り，検索対象データ間の意味的な関係を空間上での距

離として計算することが可能となる．  
検索対象となるメディアデータ P には，メタデータ

として t 個の印象語 w1, w2, …, wt が以下のように付与

されていることを前提とする．  
P = {w1, w2, …, wt }      (1) 
各検索対象メディアデータは，メタデータとして付与

されている t 個の印象語が合成されベクトル表現され

た後，メタデータ空間へ写像される．  
検索者は与える文脈を複数の単語を用いて表現する．

検索者が与える単語の集合をコンテキストと呼ぶ．こ

のコンテキストを用いてメタデータ空間に各コンテキ

ストに対応するベクトルを写像する．これらのベクト

ルは，メタデータ空間において合成され， 意味重心を

表すベクトルが生成される．意味重心から各軸への射

影値を相関とし，  閾値を超えた相関値 (以下，重み )
を持つ軸からなる部分空間 (以下，意味空間 )が選択さ

れる．  
選択されたメタデータ空間の部分空間 (意味空間 )に

おいて，メディアデータベクトルのノルムを検索語列

との相関として計量する．これにより，与えられコン

テキストと各メディアデータとの相関の強さを定量化

している．この意味空間における検索結果は，各メデ

ィアデータを相関の強さについてソートしたリストと

して与えられる．  
また，メディアデータを特徴づける特徴の数が多い場

C1
awe 恐れ、畏怖
inspiring 鼓舞する、霊感を与える
dignified 威厳のある、高貴な
lofty 高尚な、堂々とした
sacred 神聖な、
serious 真面目な
sober 謹直な
solemn 厳粛な

C5
delicate か細い、繊細な
fanciful ロマンチック、風変りな
graceful 奥ゆかしい、優美
humorous 滑稽、ユーモラス
light 軽い、軽微な
playful 茶目、陽気な
quaint 風変わりでおもしろい、

古風な趣のある
sprightly 活発な、元気な
whimsical 気まぐれな、変な

C2
dark 暗い、薄黒い
depressing 鬱陶しい、陰鬱
doleful 悲しげな
frustrated 挫折した、妨げられた
gloomy (薄)暗い、憂鬱な
heavy 重苦しい、物物しい
melancholy 陰気、陰鬱
mournful 悲しみに沈んだ

C3
dreamy 夢の多い、夢みるような
longing 憧れ、渇望
plaintive 悲しげな、哀愁に満ちた
sentimental 感傷的な、情にもろい
tender 柔らかい、壊れやすい
yearning あこがれ、思慕
yielding 柔軟な、しなやかな

C4
calm のんびり、悠然
leisurely ゆっくりした、急がない
lyrical 叙情詩的な、音楽的な
quiet 物静か、ひっそり
satisfying 満足な、十分な
serene 晴朗な、澄み渡った
soothing 落ち着かせる、心地良い、

うっとりさせる
tranquil 静かな、平穏な

C6
bright 華やか、冴えた
cheerful 快活な、陽気な
gay 陽気な、楽しそうな
happy 幸福な、うれしくて
joyous 嬉しい
merry 陽気な、笑い楽しむ

C7
agitated 動揺した、興奮した
dramatic ドラマチック、劇的な
exciting 手に汗握る、面白い
exhilarated 活気づいた
impetuous 猛烈な、性急な
passionate 熱烈な、激しい
restless 落ち着かない、眠れない
sensational 騒がせる、驚異
soaring うなぎ上り

C8
emphatic 強調された
exalting つよめる、高める
majestic 壮大な、威厳のある
martial 勇ましい、好戦的な
ponderous 大きくて重い、重々しい
robust 強壮な、丈夫な
vigorous 精力旺盛な、活気のある

[Hevner, 1937]
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合，どのような意味空間が選ばれても，意味空間にお

けるメディアデータのノルムが大きくなる傾向がある．

そのため，本来，文脈との相関が強いと考えられるメ

ディアデータベクトルのノルムよりも，特徴の数が多

いメディアデータベクトルのノルムが大きくなってし

まい，適切な抽出が行われないことがある．そのため，

メタデータ空間でのメディアデータベクトルを 2 ノル

ムで正規化している．  
-4.4.2：楽曲メタデータ自動生成方式  

本実現方式のステップ１は，我々が既に提案している

楽曲メタデータ自動生成方式 [9]を適用した．この方式

は，楽曲の特徴と形容詞との関連を導いた心理学実験

成果 [10,11,12]を反映した楽曲の印象メタデータ生成

方式である．入力楽曲 (本実現では midi データ )より楽

曲主要６要素の特徴量 [リズムの一定性・テンポ・ピッ

チ・メロディの昇降・ハーモニーの一定性・調性 (長短 )]
を抽出し，特徴量と楽曲印象のための形容詞群との関

連性を示す心理学成果マトリクス [10,11,12]によって，

入力楽曲の特徴と相関の強い形容詞によるメタデータ

を自動的に生成する方式である．楽曲メタデータ自動

生成方式の概要を図５に示す．詳細は [4]に示されてい

る．各印象語は，ベクトル表現された特徴で表される．  
wi = (fi1, f i2, …, fiｎ )             (2) 
-4.4.3：時系列メディアデータにおける複数粒度

感性メタデータ生成方式 [9]の概要  
本節では，メタデータの中でもユーザーが直感的に

感じる楽曲の特徴の１つである「印象」を対象に，そ

の「推移」を表現するメタデータ生成方式を提案する．

この方式の特徴は，差分計算によって，印象の前後差

が後に与えるインパクトを計量し，これをメタデータ

生成に反映する点にある．本方式により生成される印

象推移メタデータにより，楽曲を印象のストーリー性

やインパクトのある部分によるマッチング，複数の時

間粒度の印象推移メタデータ生成による詳細なマッチ

ング・知識抽出が可能となる．  
複数粒度感性メタデータ生成方式は，ステップ１）

プリミティブ印象生成，ステップ２）プリミティブ印

象間差分計算，ステップ３）差分反映によるメタデー

タ生成  [インパクト反映・複数の時間粒度メタデータ

生成などへの応用 ] の３ステップにより構成される．

概要を，図６に示す．また，プリミティブ印象と差分

計算によるインパクトの反映を，図７に示す．さらに，

複数の時間粒度メタデータ生成の概要図を，図８に示

す．複数粒度感性メタデータ生成方式の詳細は [9]に示

されている．  
5. 実験・考察  
本章では，本稿で提案する 3 つの各機能においてそれ

ぞれ行なった実験を示す．また，本実験結果，および，

考察より，本システムの実現可能性，および，応用可

能性について述べる．対象としてメイン・メディアは，

Stars and Stripes Forever(Sousa 作曲 )，サブ・メディア

は，シャガールやモネなどの作品画像群 30 枚をとした． 

5.1. 実験１：ストーリー抽出機能の検証  
最小セクションを 1 小節 (本楽曲では 4 秒間 )ごとに区

切り，メタデータとして音楽クラスターを付与した．

以下に実験結果 (表 2-1 から表 2-3)を示す．  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図 7：印象差分反映による複数の時間粒度の印象推移

メタデータの生成 [7,8,9] 
 
 

表 2－1：実験１結果 (０～68 秒まで ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

表 2－2：実験１結果 (69～124 秒まで ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

表 2－3：実験１結果 (125～212 秒まで ) 

 

Music level

story-arc

metadata

Section level

story-arc

metadata

c6

Sentenc level

story-arc

metadata

c6

Phrase level

story-arc

metadata

c6

Motif level

story-arc

metadata

c6 c6 c6 c6 c6 c6 c6 c6 c6 c6 c6 c6 c6 c6 c6 c6 c6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 60 64 68

M
u
lt
i-

te
m

po
ra

l-
gr

an
u
la

ri
ty

c6 c6

c6 c6 c6 c6

c6 c6 c6 c6c6 c6 c6 c6

c6 

Segment ID

time

c2 c6

c6 c6 c6 c6 c6 c6 c6 c6 c2 c2 c3 c2 c2 c6

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

72 76 80 84 88 92 96 100 104 108 112 116 120 124

c6 c2 c2c6c6 c6

c6

c6 c6

c6 c6 c2 c6



 

 

考察  
表 2-1 は 0～68 秒目までのストーリー型メタデータを，

表 2-2 は 69～124 秒目までのストーリー型メタデータ

を，表 2-3 は 125～212 秒目までのストーリー型メタデ

ータを示している．  
 メイン・メディアのストーリー展開をどのように

コントロールするか (粒度コントロール問題 )のア

ルゴリズムが必要である  
 サブ・メディアによる装飾に適したストーリー型

メタデータ列の抽出アルゴリズムが必要である  

5.2. 実験２：関係性計量機能の検証  
実験１で得られたストーリー型メタデータ列からメイ

ン・メディアにおいてあるストーリー性を示す第 3 番

目レイヤーを，装飾を施すメイン・メディアのストー

リーとして選択した．このストーリー性を装飾する計

量方式として，相関度のものを抽出する方式と，逆の

相関量をもつものを抽出する方式の 2 つについて実験

を行なった．  
以下に c6(代表印象語：dark, sad)をメタデータとして

もつセクションと相関関係の高い画像を抽出しランキ

ングした場合の結果 (図 8)を示す．  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 8：実験 2 結果  
 

考察  
 関係性計量結果の質は，変換行列の精度に依

存する  
 あるデザイナーの感性をベクトル表現した

ものを変換行列としてもちいることで，その

デザイナーの感性でのサブ・メディア抽出が

可能になると考える  
5.3. 実験３：連続提供機能の検証  
実験 2 で得られた結果を Windows ムービーメーカを用

いて作成し，連続提供を行なった．作成したムービー

メーカの画面 (図 9)を示す．また，第 3 番目のレイヤー

におけるストーリー型メタデータと，それを装飾する

画像 (サブ・メディア )データ群 (表 3-1 から表 3-3)を実

験結果として示す．  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 9：実験 3 結果のＰＣ画面表示  
 

考察  
表 3-1～3-3 に示されるように，第 3 レイヤーにおける

ストーリー型メタデータ列の装飾過程の結果が得られ

た．第 3 レイヤーと相関の近いサブ・メディアで装飾

した場合 (表の上段の画像群 )と，逆の印象を持つサ

ブ・メディアで装飾した場合 (表の下段の画像群 )が装

飾メディアの結果として得られた．  
 PC 以外のメディア提供デバイスにおける提

供方法の確立が必要である  
  

表 3－1：実験 3 結果 (０～68 秒まで ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

表 3－2：実験 3 結果 (67～124 秒まで ) 
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サブ・メディアデータの画像30枚

サブ・メディアデータの提供画面



 

 

表 3－3：実験 3 結果 (125～212 秒まで ) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

6. おわりに  
本稿では，メイン・メディアの有するストーリー

構造を計量し，そのストーリー性を引き立たせる

ためのサブ・メディア群の連続的提供によるメイ

ン・メディア装飾，および，鑑賞のための環境生

成システムの実現方式を示した．本方式は，スト

ーリー抽出機能，関係性計量機能，連続提供機能

の 3 つの機能をもつ．また，メイン・メディアとし

て楽曲データ (Stars and Stripes Forever(Sousa 作曲 ))，サ
ブ・メディアとしてシャガールやヒロなどの印象派画

家の作品画像 30 枚を装飾のためのサブ・メディアデー

タとして用い，プロトタイプシステムを実現した．さ

らに，各機能において行った実験より実現可能性を示

し，考察から応用可能性を示した．今後は，マルチメ

ディア連続提供言語である SMIL を用いて実用的名ア

プリケーションを実装し，大量のメイン・メディア，

サブ・メディアを対象とした定量的実験を行なう．  
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