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あらまし 近年，プレゼンテーションをビデオ録画した映像と発表資料を同期させたプレゼンテーションコンテンツ

視聴環境が整ってきている．このような環境では，ユーザはプレゼンテーションコンテンツを蓄積したアーカイブを

検索し，視聴したいコンテンツを取得することができる．その際，プレゼンテーションコンテンツ中の特定の一部分

を視聴したい場合が多いと考えられる．しかし，単純にコンテンツから検索キーワードを含むシーンを抜き出したの

では，文脈がわからないという問題がある．そのため，意味のある区間を抽出し，提示する手法が必要である．本研

究では，シーン間の関係やシーンの役割を用いてコンテンツから視聴区間を抽出する手法を提案する．シーン間の関

係は，シーンの変化により判定する．また，シーンの役割は，シーン間の関係を複合的に解析し判定する．さらに，提

案した手法をもとにプロトタイプシステムを構築し，評価実験及び考察を行う．
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Abstract It is easier than before for many of users to watch presentation contents which consist of synchronized

heterogeneous media, such as videos and slides.Users retrieve stored contents and can get the contents which they

want to watch. In most cases when users watch contents, the users want to watch a specific part of them. However,

scenes extracted from them do not help to understand their context even if they contain the query keyword. There-

fore, we need a method to acquire meaningful section from contents adequately and to show them. In this paper,

we proposes a method to extract scenes from presentation contents using the relations between presentation scenes

and the role of them. The relations between scenes are decided by the change between scenes. The roles of scenes

are decided by relations between scenes. Finally, we describe an evaluation of our method.
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1. は じ め に

プレゼンテーションコンテンツは，発表者を撮影したビデオ

と，発表の際に使用されたスライド資料を同期させて構成され

る．このようなプレゼンテーションコンテンツを生成，蓄積す

るシステムが開発されている [1]．蓄積されたプレゼンテーショ

ンコンテンツは，聴講できなかった者が後日視聴する場合や，

発表者や聴講者が内容を知った上で再度視聴する場合に用いら

れると考えられる．視聴者はコンテンツの一部分に興味がある

場合が多い．この時，全体の内容を要約することが考えられる



が，視聴者によって異なる興味に対応できない．そのため，プ

レゼンテーションコンテンツから，視聴者に合わせ適切に意味

のある区間を抽出し，提示する手法が必要である．

プレゼンテーションコンテンツは，ビデオとスライドという，

2つの異種メディアで構成される．このようなコンテンツから

特定の一部分を抽出する際，単一メディアに対する従来の検索

手法では，不十分である．例えば，キーワード入力によって，

そのキーワードが含まれる区間を抽出することは可能である．

しかし，単純にキーワードを含むという区間は多数抽出され，

キーワードが出現するという条件のみでは，文脈のわからない

区間が抽出される．

本研究では，スライドの切り替わりによって区切られる単位

をシーンと定義する．そして，あるシーンからみて他のシーン

が詳しい内容を説明しているというような，シーン間の意味的

な関係を定義する．また，特定のキーワードに関してまとめた

シーンや背景を説明するシーンのような，シーンのもつ特定の

役割を定義する．このような，シーン間の意味的な関係やシー

ンの特定の役割をユーザに明示することで，効率的な視聴を

支援できると考える．シーン間の意味的な関係は，スライドや

ビデオというそれぞれのメディアにおけるメタデータの変化を

分析することにより判定する．また，シーンの特定の役割は，

シーン間の関係を複合的に解析し判定する．さらに，本研究で

はシーン間の特定の関係やシーンの役割に基づいてシーンを結

合することで，一つのプレゼンテーションコンテンツから適切

な視聴区間を抽出する方式を提案する．

シーン間の関係には，内容的関係と構造的関係の 2種類があ

る．内容的関係とは，シーン同士の類似度などコメント解析を

行い関係の判定を行う．構造的関係とは，スライド構造の変化

など構造的な情報から関係の判定を行う．本研究では，構造的

な情報を用いてプレゼンテーションコンテンツ中のシーンを関

係付け，構造的関係からシーンの役割を判定する．

以下，2節では，本研究の概要と関連研究について述べる．3

節では，シーン型の種類とプレゼンテーションコンテンツのメ

タデータについて説明する．4節では，シーン型の判定手法に

ついて述べ，5節では視聴区間の決定について説明する．6節

で，プロトタイプシステムおよび本手法の評価とその考察につ

いて延べ，最後に 7節でまとめを述べる．

2. 本研究の概要と関連研究

2. 1 本研究の概要

ユーザがプレゼンテーションコンテンツを検索する際に，質

問キーワードの含まれるシーンや指定したシーンのみではなく，

指定したシーンについて知るために必要な区間が欲しいとい

う要求があると考えられる．このような要求には，指定された

シーンと適切に関係するシーンを提示する必要がある．しかし，

指定されたシーンの前後シーンや質問キーワードを含むシーン

が適切に関係するシーンとは限らないため，関係するシーンを

適切に判定し，どのように関係するシーンであるかを提示する

必要がある．

プレゼンテーションコンテンツ中のシーンは，他のシーンと
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図 1 区間抽出の概念図

意味的に関係を持つ場合がある．例えば，あるシーンで説明し

た内容を，後のシーンで詳しく説明している場合，これらの

シーン間には詳細化という関係がある．また，発表者がわかり

やすく説明するために，特定のシーンで背景の説明をしたり，

複数シーンにわたって説明してきた内容をまとめるなど，プレ

ゼンテーションコンテンツ中のシーンが，特定の役割をもつ場

合がある．このように，シーンと意味的に関係するシーンや，

特定の役割にあるシーンを結合することで，プレゼンテーショ

ンコンテンツから適切に視聴区間を抽出し，ユーザに提示でき

ると考えた．

シーン間の関係，シーンの役割を，プレゼンテーションコ

ンテンツ中のシーンの特性とし，シーン型と定義する．シー

ン間の関係を relation型，シーンの役割を role型と定義する．

relation型として，詳細化，汎化，具体化，付加の 4種類の関

係を定義し，role型として，導入，メインパート，結論の 3種

類の役割を定義する．

本方式では入力方式として，シーンを指定したキーワード入

力とシーンを指定しないキーワード入力がある．質問キーワー

ドの持つ意味は，シーンによって異なると考え，ユーザはシー

ンを指定して質問キーワードを入力することで，特定のシーン

におけるキーワードの意味を考慮した視聴区間をコンテンツか

ら得ることが可能である．シーンを指定しないキーワード入力

では，ユーザはプレゼンテーションコンテンツ全体を検索し視

聴区間を得ることが可能である．

図 1に本手法のアプローチを示す．本手法では，ユーザの入

力に対して，以下の手順により視聴区間の決定を行う．まず，

ユーザはスライドの一覧から，質問キーワードを選択する．次

に，質問キーワードが選択されたシーンと他のシーンの関係を

判定する．次に，シーン間の関係を用いて，シーンの特定の役

割を判定する．判定により得られたシーンを結合し，視聴区間

を抽出する．以上の手法により，ユーザは，プレゼンテーショ

ンコンテンツに対して，知りたいキーワードを選択するだけで，

そのキーワードを含むシーンを理解するために，最適なシーン

を得ることが可能となる．

2. 2 関 連 研 究

映像の区間抽出に関する研究には，Pradhan ら，吹野ら，



Smithらの研究が挙げられる．Pradhanら [2]は，断片的なビ

デオ区間集合を組み合わせ，新しい区間を生成するグルー結合

を提案している．吹野ら [3]は，実況コメントから映像のメタ

データを生成し，高度な要約文であるニュース記事と照合を行

うことで，ビデオ区間を抽出する手法を提案している．Smith

ら [4]は，CC（Closed Caption），音声，画像ストリームの協

調処理によりシーンの特徴を検出することで，映像から区間抽

出を行う手法を提案している．これらの研究では，映像全体を

要約する手法を提案しているが，異なるユーザの興味に対応す

ることができない．本方式では，ユーザの興味に合わせ，コン

テンツ全体から異なる区間を抽出する点で異なる．

スライド情報を用いたプレゼンテーションコンテンツに関す

る研究としては，小林ら [5]，村木ら [6]，中野ら [7]の研究が挙

げられる．小林らの提案する UPRISE [5]では，メタデータを

用いて資料や映像の疎結合を行い，コンテンツを蓄積し，提供

する枠組みを提案している．村木ら [6]は，プレゼンテーション

資料やビデオといった多様なコンテンツを，スライドと映像の

同期情報やキーワードに対する適合度から構成されるメタデー

タを用いて統合する方式を提案している．中野ら [7]は，音声

情報やレーザーポインタ照射情報を用いた手法を提案してい

る．これらの研究では，個別にシーンの重要度を算出すること

で，重要シーンの抽出を行っている．本方式では，シーン間の

関係に着目し，複数シーンから構成される区間を抽出する点で

異なる．

戈ら [8]は，質疑応答時の資料操作を用いた，アーカイブコ

ンテンツの再構成手法を提案している．北山ら [9]は，プレゼ

ンテーションコンテンツのシーン間の関係を用いた区間検索方

式について提案している．これらの研究は，スライド単位で関

係を判定している．本方式では，シーン間の関係は，どのキー

ワードに着目するかによって異なると考え，キーワード単位で

関係を判定する．また，シーンの役割を用いる点で異なる．

さらに本手法では，入力が行われたシーンにおける質問キー

ワードのスライドとビデオでの出現傾向によって，提示コンテ

ンツを変化させる．小山ら [10] は，Web ページ内で質問キー

ワードの出現位置を考慮した検索方式を提案している．具体的

には，同じキーワードでも，タイトルに現れる場合と，本文中

に現れる場合とで，キーワードの意味を区別している．小山ら

がWebページという個々に独立した資料を対象としているの

に対し，本手法は発表資料という意味的な繋がりのある資料を

対象としている点で異なる．

また本手法は，シーン毎に分割されたスライド集合，ビデオ

集合を対象とした部分区間の抽出を行う．湯本ら [11]は，検索

結果として質問キーワードに関して話題の広さと深さの両方を

満たすページ集合を生成し，ユーザに提示する手法を提案して

いる．湯本らがWebページ集合を対象としているのに対し，本

手法では繋がりのあるシーン集合を対象としている．そのため

話の繋がりが重要視される点で，本手法とは異なる．

3. シーン型とメタデータ

3. 1 プレゼンテーションコンテンツのメタデータ

提案手法で扱う，プレゼンテーションコンテンツとそのメタ

データについて説明する．プレゼンテーションコンテンツは，

スライドとビデオという同期した異種のメディアから構成され

る．そして，スライドの切り替わりによって区切られる単位を

シーンと呼ぶ．スライドからはスライドに書かれた文字列とイ

ンデントによる構造化情報を得ることができ，ビデオからは音

声のテキストが得られるものとする．すなわち，プレゼンテー

ションコンテンツのメタデータは，以下の要素で構成される．

• スライドの切り替わりによるシーンの区切り
• スライド中に含まれるキーワード集合
• スライドでのインデントによる構造情報
• ビデオ中に含まれるキーワード集合

本稿では，スライドのインデントによる構造を最上位のイン

デントを 1として以下のように定めた．

• スライドのタイトルに相当する要素を最上位の 1とする

• インデントの開始要素を 2として，インデントがされる

たびに 3，4のように 1階層ずつ深くなるものとする．

• 図や表などのインデント外となる要素をスライドの平均
階層にあるとして扱う

図 2に本稿で扱うプレゼンテーションコンテンツの構造を示す．
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図 2 プレゼンテーションコンテンツの構造

3. 2 シーン型の種類

シーン型は relation型と role型の 2種類がある．relation型

とはシーン間の関係であり，role 型とはシーンの役割である．

relation型は，シーン間におけるスライドでの階層構造の変化

やビデオでの出現の割合の変化を用いて判定を行う．例えば，

新品種のりんご「あおり」についてのプレゼンテーションの場

合，「りんごの品種の一覧」を説明しているあるシーンからみて，

「あおりの特性」を説明しているシーンは詳細化しているとい

う関係にある．これは「りんごの品種の一覧」のシーンで，品

種の 1 つとして説明された「あおり」に関して，「あおりの特

性」を説明しているシーンでは，「あおり」に特化した内容を詳



しく説明しているためである．このような意味的な関係をもつ

シーン間には，シーン間の変化に特定の傾向が見られると考え

る．例えば，「あおり」に関して詳細な内容を説明しているので

あれば，スライドは，「あおり」に特化した内容になるため，「あ

おり」の出現する階層が上位化すると考えられる．上位化とは，

スライド内でキーワードが出現する階層が上がることである．

一方，ビデオは「あおり」について詳しく内容を説明するため

に，「あおり」の出現の割合が増加すると考えられる．シーン間

の関係は，どのキーワードに着目するかによって異なる．例え

ば，新品種のりんご「あおり」についてのプレゼンテーション

の場合，「りんごの品種の一覧」を説明しているあるシーンから

みて，「あおりの特性」を説明しているシーンは，「あおり」に着

目するならば，より詳しい説明がされているという関係にある．

しかし，「富士りんご」に着目するならば，これらのシーン間に

関係はない．

role型は relation型を複合的に解析することで判定する．例

えば，複数のシーンの概略の内容を説明しているという関係が

あるシーンは，プレゼンテーション全体において，導入の役割

を果たすと考えられる．シーンの役割は，質問キーワードによ

り，異なると考える．例えば，新品種のりんご「あおり」につ

いてのプレゼンテーションの場合，「あおりの特性」を説明して

いるシーンは，「あおり」に着目するならば，まとめているシー

ンに相当する．しかし，「あおり」に含まれるある栄養素に着目

するならば，導入を説明しているシーンに相当する．よって，

異なる観点でプレゼンテーションを視聴する場合，同一のシー

ンであっても役割が異なる．

3. 3 relation型の定義

relation型として以下の 4種類の関係を定義する．関係とは，

あるシーンからみた他のシーンの関係のことである．本稿では，

あるシーンを基点シーン，他のシーンを候補シーンと呼ぶ．

詳細化 任意のキーワードに関して，基点シーンに対して，よ

り詳しい内容を説明している候補シーンとの関係．用いている

スライドが任意のキーワードにより特化した内容となり，かつ，

任意のキーワードに関して講演者が述べる割合が多くなる．

汎化 任意のキーワードに関して，基点シーンに対して，より

概略の内容を説明している候補シーンとの関係．用いているス

ライドが任意のキーワードをより一般化した内容となり，かつ，

任意のキーワードに関して講演者が述べる割合が減少する．

具体化 基点シーンで説明された任意のキーワードに関して，

具体的な内容を説明している候補シーンとの関係．用いている

基点シーンと候補シーンの両方のスライドの任意キーワードが

出現し，かつ，その説明が変化しているため講演者が述べる割

合が減少する．

付加 基点シーンで説明された任意のキーワードに関して，関

連のないテーマのスライドを用いて説明している候補シーンと

の関係．用いているスライドにおける任意のキーワードの出現

の割合が減少し，かつ，基点シーンと候補シーンの両方のビデ

オに出現する．

relation型の模式図を，図 3に示す．詳細化と汎化は可逆的

関係にあたる．つまり，あるシーンと詳細化の関係にある他の

基点シーン汎化シーン 詳細化シーン

具体化シーン

付加シーン

詳細化

詳細化

汎化

汎化付加

具体化

図 3 relation 型

シーンからあるシーンをみた場合，他のシーンとあるシーンの

関係は汎化となる．具体化と付加は不可逆的関係となる．ある

シーンと具体化の関係にある他のシーンからあるシーンをみた

場合，この 2シーンが何らかの関係をもつとは限らない．なお，

シーン間の関係には，定義する 4種類以外にも多数あると考え

られるが，本稿では，この 4種類をシーン間の主要な関係とし

て用いる．

3. 4 role型の定義

role型として以下の 4種類の役割を定義する．なお，シーン

の役割には多数あると考えられるが，本稿では，一般的にプレ

ゼンテーションで用いられる序論，本論，結論という役割を参

考に，以下の 4種類の役割を定義する．

導入 質問キーワードに関して，前提や動機，背景の説明をし

ているシーン．特定のキーワードに関して序論に相当するシー

ン．前提や動機の説明する場合，複数のシーンの説明を集約し，

一般化して説明すると考えられる．つまり，質問キーワードに

関して，複数のシーンと汎化の関係が成り立つシーンである．

メインパート 特定のキーワードに関して本論に相当する一連

のシーン群．メインパートには，さらに並列，直列の 2 つが

ある．

• 並列
対等な関係であるシーン群．シーン群が対等な関係であ

る場合，それらの内容は，他のシーンでまとめて説明さ

れていると考える．つまり，特定のシーンと同じ関係が

成り立つシーン群である．

• 直列
順序立てて説明をしているシーン群．シーン群が順序立

てて説明されている場合，それらの内容はより詳しくな

るというように，関係に方向性があると考える．つまり，

特定の関係によって接続されるシーン群である．

結論 質問キーワードに関する，まとめのシーン．まとめの場

合，複数のシーンの説明を集約し，詳しく説明すると考える．

つまり，質問キーワードに関して，複数のシーンと詳細化の関

係が成り立つシーンである．

4. シーン型の判定

4. 1 relation型の判定

relation型の判定手法について説明する．relation型は，ス



ライドでの階層構造の変化やビデオでの発言の割合の変化を用

いて判定を行う．判定には，各 relation型の特性を考慮した異

なる条件式を用いる．以下，キーワード kに関して，基点シー

ン番号 i，候補シーン番号 jの場合の判定手法を説明する．キー

ワード k は，基点シーンに出現するキーワードである．

詳細化判定 キーワード k に関して，基点シーン iと候補シー

ン j が以下の条件を満たす場合，2シーン間の関係を詳細化と

判定する．

indent(k, i) > indent(k, j) (1)

video num(k, i)

log(video count(i))
<

video num(k, j)

log(video count(j))
(2)

k が基点スライド iより候補スライド j で上位階層に出現して

おり，かつ，基点ビデオ iより候補ビデオ j で k の割合が増加

している場合に詳細化と判定する．

indent(k, i)は，i番目のスライドに出現する kの出現階層を

返す関数であり，1以上の値を返す．つまり上位階層に出現す

るほど小さい値となるため，条件式 (1)により k が候補スライ

ド j で上位化しているかを判定する．

k が基点ビデオ i より候補ビデオ j で出現してい

る割合が増加しているかどうかを条件式 (2) により

判定する．k の i 番目のビデオにおける出現の割合

は，video num(k, i)/log(video count(i)) により算出する．

video num(k, i) は，k の i 番目のビデオにおける出現数を

返す関数である．video count(i)は，i番目のビデオのキーワー

ド数を返す関数である．

例えば，図 4では，基点シーンと候補シーンの関係は詳細化

と判定される．ここでは k1 の出現のみを表記しており，シー

ンには他の複数のキーワードが含まれる．基点シーンで説明さ

れた k1 により特化した内容を説明するため，スライドにおけ

る出現は上位化する．また，k1 について詳しい説明をする際，

ビデオにおいて k1 の発言される割合が増加すると考える．図 5

では，基点スライドより候補スライドで上位の階層に k1 が出

現し，基点ビデオより候補ビデオで発言の割合が増加している

ため，シーン間の関係は詳細化と判定する．このように，以下

の関係も同様，シーン間の各メディアにおける変化を用いて判

定を行う．

図 4 詳細化判定の例

ただし，以下の条件をどちらも満たせない場合は，判定が適

切ではないとする．

• 候補シーン j からみて，k に関して詳細化シーンとなる

他のシーンが存在しない

• 基点シーン iと候補シーン j 間に，k 以外のキーワード

に関して詳細化または具体化の関係がある

汎化判定 キーワード k に関して，基点シーン iと候補シーン

j が以下の条件を満たす場合，2シーン間の関係を汎化と判定

する．

indent(k, i) < indent(k, j) (3)

video num(k, i)

log(video count(i))
>

video num(k, j)

log(video count(j))
(4)

k が基点スライド iより候補スライド j で下位階層に出現して

おり，かつ，基点ビデオ iより候補ビデオ j で k の割合が減少

している場合に汎化と判定する．

条件式 (3) により，k が基点スライド i より候補スライド j

で，下位化しているかを判定する．また，条件式 (4)により，k

が基点ビデオ iより候補ビデオ j で出現している割合が減少し

ていることを判定をする．つまり，詳細化の判定の逆の条件を

満たすシーンが汎化と判定される．

ただし，以下の条件をどちらも満たせない場合は，判定が適

切ではないとする．

• 基点シーン iを k に関して汎化シーンとする他のシーン

が存在しない

• 基点シーン iと候補シーン j 間に，k 以外のキーワード

に関して汎化または具体化の関係がある

具体化判定 キーワード k に関して，基点シーン iと候補シー

ン j が以下の条件を満たす場合，2シーン間の関係を具体化と

判定する．

slide num(k, i) > 0 (5)

slide num(k, j) > 0 (6)

video num(k, i)

log(video count(i))
>

video num(k, j)

log(video count(j))
(7)

k が基点スライド i と候補スライド j の両方に出現し，かつ，

基点ビデオ iより候補ビデオ j で kの割合が減少している場合

に具体化シーンと判定する．

条件式 (5)(6) により，k が基点スライド i と候補スライド

j に出現していることを判定する．slide num(k, i) は，k の

i 番目のスライドにおける出現数を返す関数である．つまり

slide num(k, i)が 1以上の値を返す場合，i番目のスライドに

k が出現する．また，汎化と同様の条件式を用いて，k が基点

ビデオ iより候補ビデオ j で出現している割合が減少している

かどうかを判定する．

ただし，候補スライド j のキーワードの閾値α以上が以下の

条件を満たすキーワードでない場合，判定が適切ではないとす

る（注1）．

• 基点スライド iには出現せず，候補スライド j で出現

• 基点ビデオ iより候補ビデオ j で出現する割合が増加

（注1）：予備実験により閾値は 40%とした．



候補シーン j で基点シーン iに出現する kの具体例を説明する

場合，候補シーンには kを具体的に説明するために使用される

キーワードが存在する．k を具体的に説明するために使用され

るキーワードは，基点スライド iには出現せず，候補ビデオ j

において出現する割合が基点ビデオ iよりも増加すると考える．

このようなキーワードが候補スライド j において 40%を満た

さない場合，k に関して具体的な説明がされているという判定

は適切でないとする．

付加判定 キーワード k に関して，基点シーン iと候補シーン

j が以下の条件を満たす場合，2シーン間の関係を付加と判定

する．

slide num(k, i)

log(slide count(i))
>

slide num(k, j)

log(slide count(j))
(8)

video num(k, i) > 0 (9)

video num(k, j) > 0 (10)

基点スライド iより候補スライド j で kの割合が減少し，かつ，

基点ビデオ iと候補ビデオ j の両方に kが出現している場合に

付加シーンと判定する．

条件式 (8) により，k が基点スライド i より候補ス

ライド j で，出現している割合が減少していることを

判定する．k の i 番目のスライドにおける出現の割合

は，slide num(k, i)/log(slide count(i)) により算出する．

slide count(i) は，i 番目のスライドのキーワード数を返す

関数である．また，条件式 (9)(10)により，kが基点ビデオ iと

候補ビデオ j の両方に出現していることを判定する．k が基点

スライド iの平均階層以下から候補スライド j の平均階層以上

へ上位化している場合は，候補シーン j は kに特化した内容を

説明していると考えられるため例外とし，判定を行わない．

ただし，以下のどちらかの条件を満たせない場合は，判定が

適切ではないとする．

• 基点シーン iと候補シーン j 間に，k 以外のキーワード

に関して付加の関係がある

• 基点シーン i を付加シーンとする他のシーンが存在す

る場合，基点シーン iと他シーン間で付加と判定された

キーワード集合と基点シーン iと候補シーン j 間で付加

と判定されたキーワード集合が包含関係にある

4. 2 role型の判定

role型の判定手法について説明する．シーンの役割がどのよ

うなタイプに該当するのかを，質問キーワードに関する relation

型を複合的に解析し，判定を行う．

導入判定 導入の役割をもつシーンは，質問キーワードに関し

て，複数の任意のシーンと汎化の関係が成り立つと考えた．よっ

て，以下のいづれか場合，シーン sを導入と判定する．

• 質問キーワードに関して，複数のシーンとシーン sの間

に汎化の関係が成り立つ場合

• 質問キーワードに関して，汎化の関係が成り立つ複数
シーンと，任意のキーワードに関して，シーン sの間に，

汎化の関係が成り立つ場合

例えば図 5 では，シーン s が導入の役割をもつと判定され

た場合を示している．ここでは k1，k2 の出現のみを表記して

おり，シーンには他の複数のキーワードが含まれる．この場合

シーン sは，他の複数のシーンと汎化の関係にあり，他の複数

シーンで説明されている内容の概略を説明していると考える．

そのため，シーン sは，導入の役割をもつと判定する．このよ

うに，以下の役割も同様，シーン間の関係を用いて判定を行う．

図 5 導入判定の例

並列判定 並列の役割をもつシーン群は，特定のシーンと同一

の関係が成り立つと考える．よって，以下の手順により，並列

の判定を行う．

1. 任意のキーワードに関して，任意のシーンとの関係が同

relation型のシーン群を取得

2. シーン群の間に詳細化，汎化の関係があるかを判定し，

ある場合は並列としない

以上により，任意のシーンと同 relation 型にあるシーン群の

シーン間に詳細化，汎化の関係がない場合，シーン群を並列と

判定する．シーン間に詳細化，汎化の関係がある 2シーンを並

列としないのは，内容の詳細度に差があり，プレゼンテーショ

ン内で同等の説明をしているシーンという定義を満たさないた

めである．

ただし，任意のシーンとシーン群の間の関係が汎化であり，

さらに，シーン群が同一の任意のシーンと詳細化の関係にある

場合，シーン間に詳細化，汎化の関係が成り立っていても，並

列と判定する．

直列判定 直列の役割をもつシーン群は，特定の relation型に

より連なったシーン群に相当すると考える．そこで，任意の

キーワードに関する relation 型を用いて有向グラフを作成し，

各シーンを始点として関係を辿ることにより，連なったシーン

群を直列と判定する．関係を辿る手順を以下に示す．

1. 始点から汎化，詳細化，または具体化の関係を辿る

• 始点から汎化の関係を辿る場合，始点と詳細化の
関係にあるシーンを取得

• 始点から詳細化の関係を辿る場合，始点と汎化の
関係にあるシーンを取得

2. 終了条件に至るまで，次のシーンからさらに関係を辿る

• 始点から汎化の関係で辿った場合，詳細化の関係
では辿らず，汎化，付加，または具体化の関係を

辿る

• 始点から詳細化の関係で辿った場合，汎化の関係
では辿らず，詳細化，付加，または具体化の関係

を辿る



3. 条件を満たせば終了する

• 具体化の関係を辿った
• 辿れる関係が存在しない
• 同シーン間の同関係をい 2度辿った

以上により，関係の連なったシーン群を直列と判定する．

結論判定 結論の役割をもつシーンは，質問キーワードに関し

て，複数の任意のシーンと詳細化の関係が成り立つと考えた．

よって，以下の場合，シーン sを結論と判定する

• 質問キーワードに関して，複数のシーンとシーン sの間

に，詳細化の関係が成り立つ場合

• 質問キーワードに関して，詳細化の関係が成り立つ複数
シーンと，任意のキーワードに関して，シーン sの間に

詳細化の関係が成り立つ場合

5. 視聴区間の決定

5. 1 入 力 方 式

ユーザは，スライドの一覧から質問キーワードを選択する．

本稿では，質問キーワードを複数選択することを想定する．選

択されたキーワードを入力とし，視聴区間の抽出を行う．

入力方式として，シーンを指定したキーワード入力，シーン

を指定しないキーワード入力がある．質問キーワードの持つ

意味は，シーンによって異なると考える．つまり，同一のキー

ワードであっても，ユーザがキーワードに着目したシーンが異

なれば，ユーザの必要とする区間も異なる．そこでユーザは，

シーンを指定して質問キーワードを入力することで，特定の

シーンにおけるキーワードの意味を考慮した視聴区間をコンテ

ンツから得ることが可能である．シーンを指定する入力には，

単一シーンを指定する場合と，複数シーンを指定する場合があ

る．単一シーンを指定した入力の場合，ユーザは特定のシーン

におけるキーワードの関係に着目していると考える．複数シー

ンを指定した入力の場合，ユーザはシーンの繋がりに着目して

いると考える．一方，シーンを指定しないキーワード入力の場

合，ユーザはプレゼンテーションコンテンツ全体を検索し視聴

区間を得ることが可能である．

単一シーンを指定した入力の場合，指定されたシーンにおけ

る質問キーワードの出現する階層構造を用い，視聴区間の抽出

を行う．複数シーンを指定した入力の場合，指定されたそれぞ

れのシーンにおける，もう一方の指定シーンで入力された質問

キーワードの有無を用い，視聴区間の抽出を行う．シーンを指

定しないキーワード入力の場合は，これら両方を用いて，視聴

区間の抽出を行う．

なおシーンを指定した入力の場合は，キーワードを指定せず

に入力することもできる．この場合は，別の処理を行う．

5. 2 シーン型を用いた視聴区間

5. 2. 1 relation型を用いた視聴区間

relation型とは，シーンと他のシーンの意味的な関係である．

ユーザは検索の際に，質問キーワードの含まれるシーンや指定

したシーンのみではなく，キーワードについて知るために必要

な区間が欲しいという要求があると考えられる．しかし，プレ

ゼンテーションコンテンツ中のシーンは，複数シーンにわたっ

て説明がされることがあるため，単一のシーンでは意味を満た

さない場合がある．そのため，ユーザのこのような要求には，

シーンと意味的に関係するシーン群を提示することが望ましい．

そこで，質問キーワードの含まれるシーンや指定したシーンと

relation型を結合した区間を提示する．

5. 2. 2 role型を用いた視聴区間

role型とは，プレゼンテーションにおけるシーンの役割であ

る．ユーザは検索の際に，プレゼンテーションで特別な役割と

なるシーンを要求している場合があると考えられる．例えば導

入のシーンが視聴したいといった要求である．この場合，role

型と判定されたシーンを提示する．

5. 2. 3 説明度を用いた視聴区間

説明度とは，スライドにおける 1 つのキーワードについて，

ビデオで説明される度合いと定義する．i番目のシーンにおけ

るキーワード k の説明度算出式を以下に示す．

explainable(i, k) =
video num(k, i)

slide num(k1, i)
(11)

× slide all num(i)

video all num(i)

式中の video num(k, i) は，i 番目のビデオでのキーワード

k の出現回数を返す関数である．slide num(k, i) は，i 番目

のスライドでのキーワード k の出現回数を返す関数である．

あるキーワードを説明する場合，ビデオでのキーワード出現

回数はスライドのキーワード出現回数にして増加することが

考えられる．そのため，video num(k, i)/slide num(k, i)によ

り，スライドに対するビデオでの発言量の多さを算出する．ま

た，slide all num(i) は，i 番目のスライドのキーワード数，

video all num(i)は，i番目のビデオのキーワード数を返す関

数である．slide all num(i)/video all num(i)により積算する

ことで，i番目に出現するすべてのキーワードのビデオでの発

言量で正規化する．

質問キーワードに関して，すべてのシーンの説明度を求め，

最も値の高いシーンを，質問キーワードに関して最も詳しく説

明されているシーンとする．ユーザが指定したシーンにおいて

質問キーワードに関して十分な情報を得ることができない場合

や特定の質問キーワードに着目している場合，全シーンの中で

説明度が最も高くなるシーンを提示する．

5. 3 視聴区間の抽出方式

5. 3. 1 単一シーン指定

単一シーンを指定し，質問キーワードを入力した場合を説明

する．単一シーン指定の場合，指定されたシーンにおける質問

キーワードの出現する階層構造を用いて視聴区間の抽出を行う．

i番目のシーンを指定し，質問キーワード k1，k2 を入力した場

合の区間抽出は表 1となる．

表中の best explanation(k1) とは，k1 に関して全シーン

中で説明度が最も高くなったシーン群を返す関数である．

indent(k1, i) とは，i 番目のシーンにおける質問キーワード

k1 の出現階層を返す関数である．並列 (i)とは，i番目のシー

ンを含む並列であるシーン群を返す関数である．Scene set()

とは，抽出されるシーン群のことであり，()内のシーン群を抽



表 1 単一シーン指定による区間抽出

Scene set (best_explanation(k1))Scene set(並列(i))Scene set(best_explanation(k1), best_explanation(k2))
explainable(k1)＜explainable(k2)

Scene set(best_explanation(k1))Scene set(並列(i))Scene set(best_explanation(k2))explainable(k1)＝explainable(k2)

Scene set(best_explanation(k1), best_explanation(k2))Scene set(並列(i))Scene set(best_explanation(k2))explainable(k1)＞explainable(k2)

indent（k1,i）＞indent（k2,i）indent（k1,i）＝indent（k2,i）indent(k1,i)＜indent(k2,i)

Scene set (best_explanation(k1))Scene set(並列(i))Scene set(best_explanation(k1), best_explanation(k2))
explainable(k1)＜explainable(k2)

Scene set(best_explanation(k1))Scene set(並列(i))Scene set(best_explanation(k2))explainable(k1)＝explainable(k2)

Scene set(best_explanation(k1), best_explanation(k2))Scene set(並列(i))Scene set(best_explanation(k2))explainable(k1)＞explainable(k2)

indent（k1,i）＞indent（k2,i）indent（k1,i）＝indent（k2,i）indent(k1,i)＜indent(k2,i)
出現階層

説明度

出する．

単一シーンを指定した入力の場合，ユーザは指定したシーン

における k1，k2 の関係に着目していると考え，i 番目のシー

ンでの k1，k2 の出現階層を考慮し，ユーザが要求している

role型を判定する．ビデオに出現するキーワードを入力した場

合は，平均階層と仮定する．indent(k1, i) ＜ indent(k2, i) や

indent(k1, i) ＞ indent(k2, i) のように出現階層に差がある場

合，ユーザは k1 の中で述べられる k2 というように，下位にあ

る質問キーワードの方に着目していると考える．そこで，出現

階層が下位にある質問キーワードに関して，説明度が最も高く

なったシーンを抽出する．一方，indent(k1, i)＝ indent(k2, i)

のように出現階層に差がない場合，ユーザは k1と k2に着目し，

さらにシーンを視聴したいと考えているとする．そこで，指定

されたシーンから同一の関係と判定されたシーン群，つまり並

列の役割をもつシーン群を抽出する．これらのシーン群は，指

定されたシーンと対等の関係である．並列であるシーン群は指

定シーンと同じ見方のできるシーン群であり，ユーザの要求す

るシーン群であると考えられる．

入力が行われたシーンにおける，各キーワードの説明度の差

を用いて，さらにシーンの抽出を行う．入力シーンにおいて，

各キーワードの説明度に大きく差がある場合，説明度の低い

キーワードの情報を補足できるような，シーンを抽出する必要

があると考える．例えば，indent(k1, i)＜ indent(k2, i)の場合

を考える．説明度が k2 の方が高い場合，k1 に関して説明度の

高いシーンを，視聴区間として抽出する.一方，説明度が k1 の

方が高い場合，同様に k2 に関して説明度が高いシーンを視聴

区間として抽出することが考えられるが，既に出現階層により

k2 に関して説明度が高いシーンは既に付加しているため，抽出

は行わない．

説明度の大小関係は，単なる数値の比較では求めることがで

きない．なぜなら，それぞれのキーワードはプレゼンテーショ

ンコンテンツ内で扱い方が異なり，十分に説明がされていると

考えられる説明度でもその重みに違いがあるためである．例

えば，低い説明度で十分なキーワードもあれば，高い説明度で

あっても十分でないキーワードもある．そこで，全体の説明度

の比率を求めることで，基準となる説明度を求め，この比率か

ら，指定シーンにおける大小関係の判定を行う．メインパート

以外のシーンでは余談や本論とは関係の弱い偏った説明がされ

ている場合があるため，全体の比率は並列の役割をもつシーン

群を用いて算出する．具体的には，並列の役割をもつシーン群

の各シーンにおいて，キーワード毎に説明度を求め総和する．

この値を基準の説明度とし，この比率と指定シーンにおける説

明度の比率が一致する場合は，大小関係がないとする．

さらに，質問キーワードと関連のあるキーワードに関して，

指定されたシーンと relation型の関係にあると判定されたシー

ンを抽出する．質問キーワードと関連のあるキーワードとは，

同意語やプレゼンテーション内でよく共起する語など様々考え

られるが，本稿では指定シーンにおいて質問キーワードと同階

層に出現するキーワードとする．

5. 3. 2 複数シーン指定

複数シーンを指定し，質問キーワードを入力した場合を説明

する．複数シーン指定の場合，指定されたシーンにおける質問

キーワードの出現を用いて視聴区間の抽出を行う．i番目のシー

ンを指定し質問キーワード k1 を入力し，j 番目のシーンを指定

し質問キーワード k2 を入力した場合の区間抽出は表 2となる．

表 2 複数シーン指定による区間抽出
Si not contain k2Si contain k2Si contain k2Si not contain k2k1入力シーン

k2入力シーン

Scene set(導入(i,j),結論(i,j), best_explanation(k1))Scene set(直列(i,j),best_explanation(k1))explainable(k1)＜explainable(k2)
Scene set(導入(i,j),結論(i,j))Scene set(直列(i,j))explainable(k1)＝explainable(k2)
Scene set(導入(i,j),結論(i,j), best_explanation(k2))Scene set(直列(i,j),best_explanation(k2))explainable(k1)＞explainable(k2)

Sj not contain k1Sj contain k1Sj not contain k1Sj contain k1
Si not contain k2Si contain k2Si contain k2Si not contain k2k1入力シーン

k2入力シーン

Scene set(導入(i,j),結論(i,j), best_explanation(k1))Scene set(直列(i,j),best_explanation(k1))explainable(k1)＜explainable(k2)
Scene set(導入(i,j),結論(i,j))Scene set(直列(i,j))explainable(k1)＝explainable(k2)
Scene set(導入(i,j),結論(i,j), best_explanation(k2))Scene set(直列(i,j),best_explanation(k2))explainable(k1)＞explainable(k2)

Sj not contain k1Sj contain k1Sj not contain k1Sj contain k1説明度
キーワード出現

表中の Si contain k2 とは，k1 が入力された i番目のシーン

において，k2が出現するという意味である．Si not contain k2

とは，k1 が入力された i番目のシーンにおいて，k2 が出現し

ないという意味である．直列 (i, j)とは，i番目，j 番目を含む

最も少ないシーン数で構成される直列であるシーン群である．

導入 (i, j)とは，i番目または j 番目のを用いて判定された導入

であるシーン群である．結論 (i, j)とは，i番目または j 番目の

を用いて判定された導入であるシーン群である．

複数シーンを指定した入力の場合，ユーザは k1 を入力した i

番目のシーンと k2 を入力した j 番目のシーンの繋がりに着目

していると考える．そこで，指定シーンにおける質問キーワー

ドの出現から，どのようなシーンの繋がりに着目しているかを

考慮し，ユーザが必要としている role型を判定する．

複数シーンを指定した入力の場合，指定シーンのどちらかが

Si contain k2または Sj contain k1 である場合と，指定シーン

が Si not contain k2，Sj not contain k1である場合とがある．

指定シーンのどちらかが Si contain k2 または Sj contain k1

である場合，1つのシーンでユーザが入力した質問キーワード

が出現しているにも関わらず，あえて異なるシーンを指定し入

力を行った場合となる．この場合，ユーザは話の流れに着目し

ているために，複数シーンにまたがって入力を行ったと考える．

直列は関係により連なったシーン群であり，話の流れに着目す

るユーザの要求するシーン群であると考える．

指定シーンが Si not contain k2，Sj not contain k1の場合，

それぞれで入力された質問キーワードについてのみ説明してい

るシーンが指定された場合となる．この場合，ユーザは k1 と

k2 を結びつきに着目していると考える．導入・結論は，プレゼ

ンテーションコンテンツ全体の背景やまとめとなるシーンであ



り，たとえ k1，k2 が出現していなくても，プレゼンテーション

の内容である k1，k2 のどちらとも関係すると考える．そのた

め導入・結論の役割をもつシーン群は，k1 と k2 を結びつきに

着目するユーザの要求するシーン群であると考える．また k1，

k2 についてユーザが平等に情報が得られるように，説明度の差

によって，シーンの抽出を行う．

さらに，単一シーン指定入力の場合と同様，質問キーワード

と関連のあるキーワードに関して，指定されたシーンと relation

型の関係にあると判定されたシーンを抽出する．

5. 3. 3 シーンを指定しないキーワード入力

ユーザは，プレゼンテーションコンテンツ全体を検索し視聴

区間を得たいという要求があると考える．この要求には，質問

キーワードを含むシーンと関係付くシーンを共に提示する必要

がある．そこで，プレゼンテーションコンテンツ全体から，質

問キーワードを含むシーンを抽出する．抽出された各シーンに

おいて，そのシーンを指定されたシーンと仮定し，シーンを指

定したキーワード入力と同様の手法で，視聴区間抽出を行う．

なお，キーワードを指定せずにシーンを指定し入力が行われ

た場合は．ユーザは指定したシーンを中心とした視聴区間を

得たいという要求があると考える．この要求には，指定された

シーンと関係の強いシーンを共に提示する必要がある．そこで，

指定されたシーンと他のシーンとの結びつきの強さを用いて，

視聴区間抽出を行う．入力されたシーンと他のシーンとの結び

つきの強さは，シーン間の関係数を用いて算出する．具体的に

は，各 relation型判定数を関係が判定されたシーン間の数で積

算することにより，シーン間の各 relation型の平均関係数を算

出する．この平均関係数以上の関係数を満たすシーンを抽出す

る．入力はシーンのみであり，質問キーワードの持つ意味を判

定することができない．そのため，role型を用いた区間抽出は

行わない．

5. 4 シーン順序

視聴区間として取得したシーン群の順序付けを行う．シーン

型には，シーン間に前後関係といった順序が存在するものや，

シーンにプレゼンテーション内での順序が存在するもの，シー

ン間やシーンに順序関係が存在しないものがある．このような，

順序に関する性質を，本稿では順序特性と呼ぶ．我々は，プレ

ゼンテーション内での役割として定義する role型に，順序特性

があると考える．よって，role型を用いてシーン順序を決定付

けることができると考えた．

各 role 型の順序特性について説明する．並列は，プレゼン

テーション内で同等に扱われるシーン群であり，連続的に視聴

することで有効に情報を得ることができるシーン群である．直

列は，リレー状に連なったシーン群であるため，取得した順序

で視聴することが有意であるシーン群である．導入は，前提や

背景に相当し，最初に視聴することが有効なシーンであり，結

論はまとめに相当し，最後に視聴することが有意なシーンと考

える．以上の特性をふまえ，表 3にシーン順序決定ルールを示

す．表中の i，j，xは任意のシーンであり，role(x)はシーン x

の role型を返す関数である．

表 3 シーン順序決定ルール

シーン型 順序

並列 i，j が並列ならば隣り合う

直列 i，j が直列ならば i ≺ j

導入 i が導入ならば i ≺ x 　ただし，role(x) |= 導入
結論 i が結論ならば x ≺ i 　ただし，role(x) |= 結論

他のタイプ 不定

6. 評 価

6. 1 プロトタイプシステム

プロトタイプシステムは，シーン型判定部と視聴区間出力部

によって構成される．シーン型判定部には，relation型判定部

と role 型判定部によって構成される．relation 型判定部では，

シーンに含まれるすべてのキーワードについて，シーンの総当

りで，各 relation型を判定する．role型判定部では，relation

型判定部により得られた結果を用いて，各 role型を判定する．

視聴区間出力部は，ユーザの入力に基づいて，ユーザに提示す

るシーン群，シーン順序を決定する．

プロトタイプシステムはVisual Studio 2005のC# によって

構築した．スライド，ビデオからの単語抽出は SlothLib [12] [13]

より呼び出した茶筌 [14] [15]による形態素解析を用いて行った．

入力画面 出力画面

再生画面

図 6 プロトタイプシステムの画面イメージ

図 6に構築したプロトタイプシステムの画面イメージを示す．

プロトタイプシステムの画面は，入力画面と出力画面からなる．

入力画面では，スライド画像の一覧と，画像の横にシーンで出

現するキーワードリストを表示する．ユーザはこのキーワード

リストから，質問キーワードを選択することができる．出力画

面では，指定したシーンと他のシーンの関係やシーンの役割を

グラフで見ることができる．再生ボタンがクリックされた場合，

別ウインドウで抽出区間を再生する．別ウインドウ表示のプレ

ゼンテーションコンテンツの制御は SMILによって記述してい

る．なお，順序が不定となるシーンに関しては，元の発表の順

序を用いた．

6. 2 評価実験 1：relation型による関係の網羅度

本稿で定義している relation型による，シーン間の関係の網

羅度を確認するために評価実験を行った．プレゼンテーション

内の 2シーンと，2シーンに出現するキーワードを被験者に提



図 7 relation 型の網羅度

表 4 判定結果の分類

システム算出

詳細化 汎化 具体化 付加 その他

詳細化 17 7 23 19 88

正 汎化 4 18 12 11 22

具体化 1 7 15 11 22

解 付加 7 25 30 46 167

その他 6 23 30 43 956

示することで，自由記述によるキーワードに関するシーンの

関係を得た．被験者は 5名であり，2種類のプレゼンテーショ

ンコンテンツからランダムにサンプリングした 2 シーンを 60

セット，2シーンに含まれる各 5キーワードに関して，計 300

のシーン間の関係を判定した．自由記述により何らかの関係が

あると 3名以上記述したシーンを正解とし，システムがいずれ

かの relation型と判定した結果を用い，網羅度を算出した．結

果を図 7に示し，考察を述べる．網羅度は，54.1%という結果

となった．これは，システムが判定した relation型が，プレゼ

ンテーションコンテンツのシーン間の関係を網羅的に表現でき

ていないことを示すと考えられる．さらに，システムが算出で

きなかった正解を，被験者が定義している relation型，または

その他のタイプに分類した結果を得た．その他のタイプは，シ

ステムが算出できなかった正解中 6.3％であった．つまり，シ

ステムが算出できなかった正解の多くが，提案する relation型

の概念に分類される関係であるため，4種類の関係がシーン間

の主要な関係であるといえる．

6. 3 評価実験 2：relation型判定の妥当性

本手法で定義している relation型の判定の妥当性を評価する

ために実験を行った．被験者はシーン間の関係が，詳細化，汎

化，具体化，付加，その他の 5種のいずれに該当するかを判定

した．実験データは，評価実験 1と同様のデータを用いた．そ

の結果を正解として，システムの解を用いた適合率・再現率に

より評価を行った．

判定結果の分類を表 4に示す．表 4は，縦にシステム判定結

果，横に被験者判定結果による正解を示す．表中の下線が引か

れた数値は，システムの解と正解が一致した解の数である．ま

た，システム解におけるその他とは，判定不能であったデータ

である．結果を表 5に示し，考察を以下に述べる．

• 詳細化の判定では，適合率が高い結果を得ることができ

た．よって，詳細化の定義が適切であると考えられる．一方で，

再現率は低い結果を得た．また，多くの正解がシステムにおい

て，いずれのタイプにも判定されず，無関係となる傾向が見ら

れた．これはキーワードについて詳細に説明する際，そのキー

表 5 relation 型判定の評価

詳細化 汎化 具体化 付加 全体

適合率 48.6% 22.5% 13.6% 35.4% 26.3%

(17/35) (18/80) (15/110) (46/130) (96/365)

再現率 12.1% 38.3% 36.6% 18.9% 20.3%

(17/141) (18/47) (15/41) (46/243) (96/472)

F 値 0.19 0.28 0.20 0.25 0.23

ワードの出現割合が増加するという定義に対し，そのキーワー

ドが説明に必要のない場合に条件が満たせないことが一因と考

えられる．よってキーワードと同階層のキーワードに範囲を広

げるなど，キーワードの選定方式を改良する必要があると考え

られる．

• 汎化の判定では，適合率が低く，再現率が高い結果を得

た．汎化は，一般的な定義にせざるを得ず，一般的な定義は他

の関係にも当てはまる場合があるため，実験でも他のタイプの

正解を多数含む傾向が見られた．一方，システムにおいて比較

的汎化判定に関する F値が高いことから，汎化の定義は妥当で

あると考えられる．

• 具体化の判定では，適合率が低く，再現率が高い結果を

得た．具体化のシステム解は，付加の正解を多数含むことがわ

かった．これは，基点シーンに比べ候補シーンで発言の割合が

減少し，候補シーンで新規出現語を多く含むという条件が付加

の関係の場合にも成立するためであると考えられる．そのため，

具体化の定義を検討し直す必要があると考えられる．

• 付加の判定では，適合率が高い結果を得ることができた．

よって，付加の定義は適切であると考えられる．一方で，再現

率は低い結果を得た．また，多くの正解がシステムにおいてい

ずれの relation型にも判定されず，無関係となる傾向が見られ

た．これは詳細化と同様，説明の度合いとキーワードの出現割

合が一致しないことが一因と考えられる．よって，キーワード

と同階層のキーワードに範囲を広げるなど，キーワードの選定

方法を改良する必要があると考えられる．

以上のことより，relation型のうち，詳細化，汎化，付加は適

切に定義が行えていることを確認した．ただし，詳細化，付加

に関しては，定義の追加を検討する必要があると考えられる．

また，具体化の定義では，他の関係を包含して判定してしまう

ため，定義を再検討する必要がある．

6. 4 評価実験 3：role型判定の妥当性

6. 4. 1 直列の判定精度

本手法で定義している直列判定の妥当性を評価するために実

験を行った．直列は順序をもったシーン群である．そこで，本

稿で定義する直列判定により，順序が妥当であるシーン群が取

得できるかどうかを確認する．プレゼンテーション内のシーン

を並べて被験者に提示し，シーン群の順序の妥当性の評価を

行った．被験者に提示するシーン数を，2～4 シーンと変化さ

せ，シーン数ごとに評価を行った．被験者は 3名であり，2種

類のプレゼンテーションコンテンツからランダムにサンプリン

グした 2～4 シーンを各 30 セット，各シーン数に関して計 60

の順序の妥当性を判定した．その結果を正解として，システム



表 6 直列判定の評価

2 シーン 3 シーン 4 シーン 全体

適合率 50.7% 23.4% 24.8% 36.2%

(73/144) (26/111) (14/57) (113/312)

再現率 82.0% 70.3% 53.8% 74.3%

(73/89) (26/37) (14/26) (113/152)

の解を用いた適合率・再現率により評価を行った．結果を表 6

に示し，考察を以下に述べる．

再現率は高い結果を得ることができた．よって，直列の定義

は，順序のあるシーン群を網羅的に取得できると考えられる．

一方，適合率については低い結果を得た．また，正解数に対し

てシステムが算出した解の数が多くなる傾向が見られた．シス

テムが，汎化や付加，または汎化や付加や具体化の関係を辿っ

て取得し，直列と判定したシーン群に対し，被験者が順序が逆

であると解答する場合がみられた．このことから，汎化の関係

により取得してきたシーン群は，順序を逆にし提示することで，

シーン群を妥当な順序で提示できると考える．また，被験者解

に含まれないシステム解には，適切でない relation型により判

定された場合がみられた．そのため，relation型の判定を改め

ることにより，直列判定の適合率も改善することができると考

えられる．

6. 4. 2 並列判定の妥当性

本手法で定義している並列判定の妥当性を評価するために実

験を行った．被験者は，一通りプレゼンテーションコンテンツ

を視聴し，任意のシーンから同一の関係にあるシーンを判定し

た．さらに，判定したシーン群が並列の関係であるかを判定し

た．被験者は 2名であり，3種類のプレゼンテーションコンテ

ンツに関して行った．その結果を正解として，システムの解を

用いた適合率・再現率により評価を行った．結果は，適合率が

5.2％，再現率が 63.2％であった．考察を以下に述べる．

システム解を用いた適合率は低く，再現率が高い結果を得た．

任意シーンとの関係別の結果を算出した結果，正解数に対して，

汎化，付加の関係よりシステムが算出した解の数が多い傾向が

見られた．任意のシーンから，これらの関係により並列を判定

する際，解を絞りこむようなアルゴリズムの追加が必要である．

例えば，シーン間に特定の関係を必要とする条件や，特定の関

係を許さない条件の追加が考えられる．また，システムが解と

し，被験者が解としなかったデータには，適切でない relation

型により判定された場合が多くあった．そのため，relation型

の判定を改めることにより，並列判定の適合率も改善すること

ができると考えられる．

6. 4. 3 導入・結論判定の妥当性

本手法で定義している導入・結論判定の妥当性を評価するた

めに実験を行った．被験者は，一通りプレゼンテーションコン

テンツを視聴し，キーワードに関して導入・結論にあたるシー

ンを判定した．被験者は 3名であり，3種類のプレゼンテーショ

ンコンテンツに対し，各 5つのキーワード，計 15のキーワー

ドに関して判定を行った．その結果を正解として，システムの

解を用いた適合率・再現率により評価を行った．結果を表 7に

表 7 導入・結論判定の評価

導入 結論

適合率 20.5% 18.6%

(78/342) (44/282)

再現率 60.3% 57.1%

(70/116) (44/77)

示し，考察を以下に述べる．

• 導入の判定では，適合率が低く，再現率が高い結果を得

た．システムが判定したノイズには，relation型の適当でない

判定結果により導入と判定されたデータが多く含まれた．この

ことから，relation型判定アルゴリズムの改良により，導入判

定の適合率も改善できると考える．

• 結論の判定では，適合率が低く，再現率が高い結果を得

た．質問キーワードにより直接的に詳細化の関係にあるシーン

を結論と判定する場合，適合率は 35.2 ％であり，全体より高

い結果を得た．このことから，任意キーワードを用いた判定ア

ルゴリズムは，妥当ではないと考えられる．これは，質問キー

ワードに関してまとめる際，質問キーワードを用いて詳しく説

明するためと考えられる．また，システムが判定したノイズに

は，relation型の適当でない判定結果により結論と判定された

データが多く含まれた．このことから，relation型判定アルゴ

リズムの改良により，結論判定の適合率も改善できると考える．

6. 5 評価実験 4：関係・役割提示の有効性

プレゼンテーションコンテンツを視聴する際，シーン間の関

係やシーンの役割を提示することの有効性を評価するために実

験を行った．被験者は，シーンを指定したキーワード入力を行

い，出力画面を見て内容理解に有効であったかを判定した．被

験者は 4名であり，プレゼンテーションコンテンツ 9種類に関

して，入力行為を 2回ずつ，計 18回の行為に対して判定を行っ

た．結果は，70.8%有効であった．

被験者が有効でないと判定する場合には，関係するシーンが

多すぎる場合，relation型や role型の判定が適切でない場合が

多かった．このことから視聴の際にシーン間の関係やシーンの

役割を提示することは有効であるが，インターフェース，判定

アルゴリズムの改良が必要である．

7. お わ り に

本稿では，プレゼンテーションコンテンツにおけるシーン間

の関係やシーンの役割を定義，解析し，視聴区間を抽出する方

式について提案を行った．本手法では，シーンを理解するため

に必要な他のシーンを適切に判定し，意味的につながりのある

区間の抽出が可能である．また，ユーザの観点に合わせシーン

を構成し，提示することが可能である．

評価実験の結果，relation型の定義についての改良が必要で

あることを確認した．スライドにおける階層変化やビデオにお

ける出現の割合だけでなく，スライドにおける字の色や配置，

ビデオにおける音量の変化などを考慮しシーン間の変化を解析

することで，より適切に判定が行えると考える．本稿で提案し

た手法は，MPEG7を用いて記述することも可能である．また，



本稿ではキーワード毎に判定を行っているが，プレゼンテー

ションの内容から適切にキーワードを組み合わせ判定を行う必

要がある．さらに，単一のプレゼンテーションコンテンツを対

象とするのではなく，複数コンテンツを対象とした判定方式へ

の拡張が，今後の課題である．
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