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ビデオ非同期対話環境におけるメッセージブラウジング手法

� ���	
� �
 ����
 �������� �
����� �� �����	
�
�� �
���������
� ����
�����

若園智美� 牛尼剛聡�� 渡邉豊英���

�
�
�� �����
�
�  �����
�	� !�	������ ��� �
�
	��� ������"����

� 名古屋大学工学部 �� 九州芸術工科大学芸術工学部， ��� 名古屋大学大学院工学研究科
� ��� #�$�% 
� &��% ����% '��
�� !�������� �� #�$�% 
� �� ��� &��% #����� (���	� &�������� 
� #�����

� はじめに

近年，インターネットの普及により，パーソナルコ

ンピュータ， )#�を始めとする情報機器を利用したコ

ミュニケーションが活発化している．現在，実用化され

ている情報機器を利用したコミュニケーションシステム

には，チャット，電子メール，電子掲示板，テレビ会議

などがある．これらによって，電話や手紙といった従来

型のコミュニケーションシステムで実現することが困難

であった，遠隔地間での多人数によるコミュニケーショ

ンが可能となり，遠隔地間での議論が行われるように

なった．中でもテレビ会議では，ビデオをメッセージの

媒体としており，しぐさや表情，声の抑揚といった多く

の情報を伝達可能である．また，視覚的な情報も直観的

にわかりやすく伝達可能である．このようなビデオの利

点を活かし，テレビ会議システムでは，遠隔地間の円滑

かつ活発な議論を可能にしている．

しかし，テレビ会議はメッセージがリアルタイムに送

受信される同期型コミュニケーションシステムであり，

コミュニケーション参加者に対する時間的制約が存在す

る．すなわち，議論をする参加者全員が同時刻にシステ

ムを利用しなければならない．このような制約は多人数

でのコミュニケーションの場合には大きな問題となる．

そこで，各自が自分の都合の良い時間にメッセージを

発信し，他者からのメッセージを受信できる非同期型の

議論が実現すれば，コミュニケーションの機会が増え，

多人数での意見交換が活発化し，生産的なコミュニケー

ションが可能になると考えられる．

現在，我々はビデオを用いた非同期型のコミュニケー

ションシステムに関する研究を行っている．非同期型コ

ミュニケーションでは，関連する複数のメッセージが，

時間的に間隔を開けて受信されるという問題がある．こ

のような場合には，利用者が視聴したメッセージの文脈

が不明確になってしまい，メッセージの内容を正確に理

解することが困難となる可能性がある．

本論文では，この問題を解決するために，メッセージ

の内容を正確に理解可能なビデオを編集し，利用者に提

示するメッセージブラウジング手法を提案する．本手法

では，ユーザの操作から取得する簡単な関係に基づき，

ビデオメッセージを順序付けたビデオメッセージプログ

ラムを，メッセージの受信者に提示する．これにより複

数のビデオメッセージをたどることなく，一つのビデオ

の視聴で議論内容を把握可能とする．またビデオメッ

セージプログラム構成の際に，利用者の目的に応じたビ

デオメッセージのみをビデオメッセージプログラムに含

めることで，メッセージを効率的に視聴可能である．議

論の進行状況を容易に把握できるようにすることで，非

同期型環境での円滑な議論を促進する．

また本手法は，遠隔教育などの分野への応用が期待で

きる．声の抑揚，しぐさなどの情報を用い，教師や他の

生徒と影響し合いながらの学習は効果が高い．そのた

め，教育分野では，メッセージの媒体として，多くの情

報を伝達できるビデオが適している．例えば，非同期型

環境でのインタラクティブな授業の実現が可能である．

いままでの非同期型環境の授業では，教師と生徒，また

生徒同士のインタラクションの方法は限られていたが，

本手法を用いることによって，教師が授業のビデオメッ

セージを生徒に送信し，生徒は質問や意見を返信する，

教師が生徒の質問に答え，また時には生徒同士で意見の

やりとりをする，というようなインタラクティブな授業

が実現できる．特に，ディベートやテーマ学習など，生

徒同士が意見を交換し合うことで，知識や考えを深めて

いく授業に対して，本手法が有効となる．

� 関連研究

ビデオによる非同期コミュニケーションに関して，こ

れまでにもいくつかの研究が行われている．高田ら *�+

は，スクリーンに映写したビデオメッセージを指し示し

ながら話す様子を撮影し，返信メッセージとすること

�



で時間的，空間的なビデオの引用を実現している．し

かし，ビデオの上書きというアプローチはプレゼンテー

ションの添削などの目的には適しているが，議論におけ

る意味的な参照に適用することが困難である．

また，音声による非同期会議システム ���*�+では，

音声をメッセージの媒体とした非同期型コミュニケー

ションを目指し，音声メッセージにオーバラップして発

言された音声を録音し，返信メッセージとしている．元

のメッセージに返信メッセージを挿入またはオーバラッ

プして再生することで実世界上の会議に近い環境を提供

している．しかし，このシステムでは，議論の内容を効

率的に把握するための機能を提供していない．

� アプローチ

��� 非同期型コミュニケーションの特徴

コミュニケーションとは，ある人物がメッセージを発

信し，それを受信した別の人物が応えて，またメッセー

ジを発信するというプロセスの繰り返しである．ここ

で，メッセージとはある人物が他の人物に伝達する内容

を指す．またメッセージの発信とは，テキストや音声，

しぐさなどの形でメッセージを外部に出すこと，メッ

セージの受信とは，発信されたメッセージを解釈し自分

の内部に受けとることを指す．あるメッセージと，その

返答となるメッセージとの関係をメッセージの応答関係

と呼ぶ．また，応答関係の繰り返しによるコミュニケー

ション内容の流れを文脈と呼ぶ．同期型のコミュニケー

ションでは，メッセージが発信された時刻と，メッセー

ジが受信される時刻がほぼ同一である．このため，コ

ミュニケーションの参加者全員が，同時刻に同一の文脈

を共有可能となり，メッセージは常に直前のメッセージ

に応えて発信される．

これに対して，電子メールや ��,等の非同期型コ

ミュニケーションでは、コミュニケーション参加者各々

が都合の良い任意の時刻にメッセージを受信する．相手

の反応を即座に確認できないために，一つのメッセージ

に多くの内容を含めてしまうことが多い．一つのメッ

セージ内に存在する内容の意味的なまとまりをトピック

と呼ぶ．メッセージ内に複数のトピックが存在する場

合，受信者は個々のトピックに応えてメッセージを作成

する場合がある．このとき，文脈の分岐が起こる．

また，非同期型コミュニケーションでは，参加者ごと

に各々が受信したメッセージが異なり，個々の文脈を

持っている．このため，同期型コミュニケーションで
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図 �- 同期型，非同期型コミュニケーションの例

は，基本的に直前のメッセージに応えて自分のメッセー

ジを発信するのに対して，非同期型コミュニケーション

では，直前のメッセージ以外の過去のメッセージに応え

てメッセージを発信することがある．

図 �に同期型と非同期型のコミュニケーションの例を

示す．同期型のコミュニケーションでは，人物 �が発

信したメッセージ１に応えて，人物 �がメッセージ２を

発信する．これが繰り返され，一貫した流れでコミュニ

ケーションが進行している．一方，非同期型のコミュニ

ケーションでは，人物 �が発信したメッセージに２つの

トピックが含まれているため，人物 �はそのトピック

それぞれに応えてメッセージを発信している．ここで文

脈の分岐が発生している．また，人物 �は，直前の人

物 �のメッセージではなく，人物 �のメッセージの２

つめのトピックに応えてメッセージを発信している．こ

のように，非同期型のコミュニケーションでは，文脈が

分岐し，それぞれが並行に進行する場合がある．した

がって，メッセージの発信者は，どのメッセージまたは

どのトピックとの応答関係を持つメッセージなのかを明

示しなければならない．応答関係を明示的に指定するた

めに，電子メールや ��,ではメッセージからメッセー

ジへ返信を関係付ける機能や、相手のメッセージの一部

を引用する機能を提供している。引用は、メッセージに

他のメッセージの一部分を埋め込むことによって，メッ

セージまたはそれに含まれるトピック間の応答関係を表

現している．

�



�����������

���

���������

����

���������

����	��
���
������

図 �- 参照関係を持つビデオメッセージの作成

��� ビデオを用いたコミュニケーションと応答関係

ビデオを用いた非同期型のコミュニケーションシステ

ムにおいても，電子メールでの引用機能と同様に，簡単

な操作で応答関係を明示的に指定する機構が必要であ

る．我々は，利用者がメッセージ作成時に行う操作から

応答関係を取得する．同期的な会話では，議論の流れ

の中でタイミングを見計らい，メッセージを発信する．

これと同様に，本手法では，ビデオメッセージの発信者

は，メッセージを発信したいタイミングで視聴中のビ

デオメッセージの再生を停止し，自分の発信するビデオ

メッセージを作成する．このときビデオメッセージの再

生を停止したポイントをストップポイントと呼ぶ．作

成したビデオメッセージは，ストップポイントの直前の

部分と応答関係を持つメッセージであると考えられる．

応答関係を保持するために，作成されたビデオメッセー

ジはストップポイントへの参照を持つ．作成されたメッ

セージとストップポイントとの関係を参照関係，作成

されたメッセージから見てストップポイントを参照先ス

トップポイント，ストップポイントから見て作成された

ビデオメッセージを参照元ビデオメッセージと呼ぶ．図

�に参照関係を持つビデオメッセージの作成に関する概念

図を示す．

本手法では多人数間でのコミュニケーションに対応

可能とするため，ビデオメッセージはサーバにおいて

蓄積，管理する．メッセージの発信者が作成したビデ

オメッセージをサーバに送信する際に，ストップポイン

ト，参照関係も送信される．

��� 参照関係を反映したメッセージのブラウジング

ビデオメッセージの視聴時には，参照関係を反映し，

ビデオメッセージの視聴者が容易に文脈を把握できる

必要がある．そのため本手法では，参照関係を用いてビ

デオメッセージを文脈に沿って構成し，ビデオメッセー

ジプログラムとして視聴者に提供する．ビデオメッセー

ジプログラムの構成処理は，メッセージを選択する段階

と，選択したメッセージ群を適切に順序付ける段階に分

けられる．

����� メッセージの選択

ビデオメッセージの視聴者は，「新しいメッセージが

見たい」「この人の発言を見たい」など，個々の履歴や

興味に基づいたメッセージ群のみの視聴を目的としてい

る場合が多い．したがって，本手法ではメッセージの視

聴者の履歴と興味に基づいて，配信するビデオメッセー

ジを選択する．その際，メッセージの視聴者の目的に応

じたいくつかのメッセージ選択方針を提供する．ここ

で，視聴者の履歴とは，過去に視聴したビデオメッセー

ジの記録である．また，ビデオメッセージの視聴者が特

定の話題やビデオメッセージに着目し，何回も視聴した

いと要求する場合や，そのビデオメッセージから続く話

題の視聴を要求することが考えられる．そのような要求

に対応するために，特定のビデオメッセージを指示する

ための“しおり”を導入する．“しおり”は利用者によ

るビデオメッセージへのマーキングである．利用者はビ

デオメッセージをマーキングすることにより，次回の視

聴からそのビデオメッセージを容易に選択でき，そこか

らの話題の発展などを確認することができる．本手法が

提供するビデオメッセージ選択方針を以下に示す．

� 未視聴メッセージ

� 前回のアクセス以降に作成されたメッセージ

� 着目する利用者が作成したメッセージ

� しおりを付けたメッセージと，それに関するメッ

セージ

����� ビデオメッセージプログラムの構成

ビデオメッセージプログラムは，選択されたビデオ

メッセージ群に対し，それが参照しているビデオメッ

セージと，それを参照しているビデオメッセージを適切

な順序に配置することにより構成される．図 .にビデオ

メッセージプログラムを構成する様子を示す．サーバに

はビデオメッセージと参照関係が保存されており，視聴

の対象となるビデオメッセージ群（視聴対象ビデオメッ

セージ）が選択されると，視聴対象ビデオメッセージ中

.
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図 .- ビデオメッセージプログラムの構成

で最も作成時刻が古いビデオメッセージから，以下の方

針に従って参照関係をたどり，再生の順序を決定する．

方針１ 参照先ストップポイントを含むビデオメッセー

ジと，参照元ビデオメッセージが，ともに視聴対象

ビデオメッセージに含まれる場合，参照先ストップ

ポイントの次に参照元ビデオメッセージが再生され

る．

方針２ 同じストップポイントを参照し，かつ視聴対象ビ

デオメッセージに含まれるビデオメッセージが複数

ある場合は，作成時刻の古いビデオメッセージを先

に再生する．

方針３ 視聴対象ビデオメッセージに含まれる参照元ビ

デオメッセージが，視聴対象ビデオメッセージに含

まれないビデオメッセージ中のストップポイントを

参照している場合，応答関係提示のために，参照先

メッセージの直前の一部分だけが，参照元メッセー

ジの前に再生される．

図 .では，ビデオメッセージ �， �が視聴の対象とし

て選択されており，ビデオメッセージ �はビデオメッ

セージ �中のストップポイントを参照している．ビデオ

メッセージ �はビデオメッセージ �よりも作成時刻が

古いので，まずビデオメッセージ �のストップポイント

までの部分が再生される．次に方針１が適用され，ビデ

オメッセージ �が再生される．最後にビデオメッセージ

�の残りの部分が再生される．このような再生順序でビ

デオメッセージプログラムをメッセージ視聴者に提示す

ることにより，利用者は目的に応じたビデオメッセージ

を文脈に沿って視聴できる．
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図 �- システムの構成

��� システムの構成

本論文で提案する手法に基づいて，利用者に応じた効

率的なビデオメッセージブラウジングを実現するシス

テムの構成を図 �に示す．システムは，サーバ・クライ

アントアーキテクチャを採用する．サーバはビデオデー

タベース，参照関係データベース，履歴データベースを

持つ．利用者からメッセージの視聴要求があった場合，

サーバは履歴データベースと参照関係データベースを用

いて，利用者が目的とするビデオメッセージ群を選択

し，それらのビデオメッセージを含むビデオメッセージ

プログラムを構成する．その際，参照関係データベース

を用いて，再生順序を決定する．クライアントはビデオ

メッセージプログラム表示機能，ビデオメッセージ作成

機能を提供する．ビデオメッセージプログラム表示機能

は，サーバに対してビデオメッセージ配信要求を行い，

配信されたビデオメッセージプログラムをユーザに提示

する．ビデオメッセージ作成機能では，作成されたビデ

オメッセージが参照したストップポイントを記録し，ビ

デオメッセージと参照関係をサーバに送信する．

� データ構造

��� メッセージと参照関係

ビデオメッセージと参照関係を形式的に定義する．

ビデオメッセージはビデオメッセージ識別子��� ビ

デオ �����，作成時刻�����，作成したユーザ ��	の組

として，以下のように定義する．

/���
 �����
�����
 ��	0

ストップポイントは，含まれるビデオメッセージのビ

デオメッセージ識別子���とビデオメッセージ中の時刻

�
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図 1- メッセージと参照関係の例

�����との二項組として，以下のように定義する．

/���
 �����0

なお，全てのビデオメッセージに対して，開始時刻を表

すストップポイント ���，終了時刻を表すストップポイ

ント ���は自動的に生成される．

参照関係はビデオメッセージ とストップポイント

�� の二項組として，以下のように定義する．

/��
0

ここで， が参照元ビデオメッセージ， �� が参照先

ストップポイントである． ������の識別子を持つビデ

オメッセージを参照先ビデオメッセージと呼ぶ． ���，

���を除く全てのストップポイントに対して，必ず一つ

以上の参照関係が存在する（同じストップポイントを複

数のメッセージが参照する場合もある）．

図 1にメッセージと参照関係の例を示す．メッセージ

�の作成者 �は，メッセージ �における時刻 .1で再生

を止め，メッセージ �を作成する．この時メッセージ１

に関するストップポイント ��� が生成される．同様に

してメッセージ �における時刻 21のポイントに対して

メッセージ .を作成すると， ��� が生成される．また，

同じポイントを二つ以上のメッセージが参照することも

ある．この例では，メッセージ .が参照している ��� に

対して， �がメッセージ �を作成している．

��� 履歴

利用者の興味を反映する“しおり”は，しおりの名前

��	� ����，メッセージ識別子���の二項組として，

以下のように定義する．

/��	� ����
���0

一方，履歴は，利用者ごとに保持され，前回アク

セスした時刻，過去に試聴したメッセージ，しおり

により構成される．利用者の名前が ����，前回ア

クセスした時間が ���，過去に試聴したメッセージ

の &#の集合が �����
 � � � 
�����，しおりの集合が

���	��
 � � � 
��	���であるとき，履歴を以下のように

定義する．

� - /����
 ���
 �����
 � � � 
�����
 ���	��
 � � � 
��	���0

��� ビデオメッセージプログラム

ビデオメッセージプログラムは，参照関係を反映し，

ビデオメッセージの文脈に沿って構成される．あるビデ

オメッセージが複数のトピックを含む場合，そのビデオ

メッセージはトピックごとの区間に分けられてビデオ

メッセージプログラムに組み込まれる．ここで，個々の

区間をセグメントと呼ぶ．セグメントの境界は同一の

メッセージ中の２つのストップポイントにより決定され

る．２つのストップポイントを ���， ��� として，セ

グメントを以下のように定義する．

/���
 ���0

ここで ���， ��� は，

������� 3 �������

かつ

��������� � ���������

を満足するものとする．

ビデオメッセージプログラムは，セグメント ����の系

列として，

� ����
 � � � 
 ���� �

で定義する．

� ビデオメッセージプログラムの構成方法

.%.項で述べたように，ビデオメッセージプログラムの

構成は，利用者の目的に沿ったビデオメッセージの選択

と，選択されたビデオメッセージの順序付けの二つの段

階により行われる．本節ではこの二つの段階での詳細な

手順を述べる．
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図 4- ビデオメッセージ選択方針と選択アルゴリズム

��� メッセージ選択のアルゴリズム

ビデオメッセージ選択方針を指定して，視聴対象ビデ

オメッセージを選択するアルゴリズムを図 4に示す．

未視聴メッセージの選択では，メッセージ視聴者の履

歴 �����
 � � � 
�����の値とビデオメッセージの���の

値に基づいて，条件を満たすビデオメッセージを検索

する．前回のアクセス以降に作成されたビデオメッセー

ジの選択では，同じく履歴の ���の値とビデオメッセー

ジの�����の値に基づいて，条件を満たすビデオメッ

セージを検索する．着目したユーザのビデオメッセージ

の選択では，指定されたユーザ名とビデオメッセージの

��	の値に基づいて，条件を満たすビデオメッセージを

検索する．それぞれ検索されたビデオメッセージを視

聴対象ビデオメッセージとする．しおりを付けたビデ

オメッセージとそれに関するビデオメッセージの選択で

は，スタックを用いて，着目するビデオメッセージを参

照先メッセージとするビデオメッセージを順次加える．

��������� �����	�
��
�
�

�
������

�����

���� ����
�
�

�
�に含まれるメッセージの中で������が最も古いもの

�� 
 �� � ����となる参照関係�がある �

�����

��� �� ���

��� �� ���の直前のストップポイント
������SP1�SP���VMS	��

���

SP1 :=Mold 
������������

while( SP1������
������)

begin

SP2 :=SP1
�
�������

������SP1�SP���VMS
��	��

while(��������������)

begin

L := (SP2=L.SP����������)

if( L.M���
�
�

�
�	�����

begin

{Mtmp1...Mtmpn}	M�� �

��
�
�

�
�!"M����#

end

end

compose({Mtmp1...Mtmpn},VMS )

SP1:= SP2

end

Mold���
�
�

�
�!"���#

if(��
�
�

�
��� )

begin

compose(��
�
�

�
�,VMS )

end
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図 2- ビデオ・メッセージ・プログラム順序付けアルゴリ

ズム

まず，しおりから検索された着目するビデオメッセージ

をスタックにプッシュする（�行目）．スタックからビ

デオメッセージをポップして，視聴対象ビデオメッセー

ジに加える（2 5行目）．視聴対象ビデオメッセージに

加えたビデオメッセージを参照先ビデオメッセージとす

るビデオメッセージをスタックにプッシュする（6��4

行目）．スタックの中に存在するビデオメッセージに対

して，繰り返し参照関係をたどることで，着目するビ

デオメッセージから発展した話題についての全てのメッ

セージを選択することができる．

��� ビデオメッセージ順序付けアルゴリズム

ビデオメッセージの再生順序を決定するアルゴリズム

を図 2に示す．

このアルゴリズムは，手続き �
�$
��と，アルゴリズ

ム本体から成っている．手続き �
�$
��は，ビデオメッ

セージの集合を入力とし，ビデオメッセージプログラム
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を出力する．まず，与えられたメッセージの集合中で最

も作成時間が古いものに着目する（.行目）．もし，こ

のビデオメッセージが他のビデオメッセージを参照して

いるならば，引数で与えられたビデオメッセージの集合

に含まれないビデオメッセージを参照しているはずであ

る．そこで，ビデオメッセージプログラム構成の方針 .

を適用し，参照先ストップポイントの直前のセグメント

をビデオメッセージプログラムに加える（��6行目）．

次に，着目するビデオメッセージの始めのセグメントを

ビデオメッセージプログラムに加え（��行目），そのセ

グメントの終りのストップポイントに着目する．着目す

るストップポイントを参照しているビデオメッセージ群

のうち，与えられたビデオメッセージの集合に含まれる

ビデオメッセージの集合 �����
 � � � 
�����につい

て，再度手続き �
�$
��を適用する（�1���行目）．

終了したら着目するストップポイントを次のストップポ

イントに進め（�1行目）， ��行目から �4行目までの処

理を繰り返す．ビデオメッセージの終了ストップポイン

トに着目した処理が終了した時点で，渡されたビデオ

メッセージの中で，ビデオメッセージプログラムに含ま

れていないビデオメッセージが存在する場合，それらの

ビデオメッセージに対して再帰的に手続き �
�$
��を

適用する．視聴対象ビデオメッセージ中の全てのビデオ

メッセージがビデオメッセージプログラムに含まれた時

点で，ビデオメッセージプログラムの構成が終了する．

� 適用例

実際の非同期的なコミュニケーションの例に本手法を

適用して，ビデオメッセージプログラムを構成した結果

を示す．非同期でのテーマ学習の授業が行われ，図 5の

ようなビデオメッセージが発信され，参照関係が付けら

れた場合を考える．ここで，��� 3 �のビデオメッセー

ジを，ビデオメッセージ �と表記する．この例では，ビ

デオメッセージ �がビデオメッセージ �の ���を，ビ

デオメッセージ .がビデオメッセージ �の ����を，ビ

デオメッセージ � 1 2がビデオメッセージ１の ���を，

ビデオメッセージ 4がビデオメッセージ 1の ���1を，

それぞれ参照している．

ビデオメッセージ 4が作成された後，これらのビデオ

メッセージを見ていない学生#が，メッセージ視聴要

求として未視聴ビデオメッセージの選択方針を指定す

ると，メッセージ �から 4のすべてのメッセージが視聴

対象ビデオメッセージに選択され，図 6のようなビデオ

メッセージプログラムが構成される．各話題での教師の
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図 5- 非同期でのテーマ学習の例

問いかけに対する学生たちの対応が，同期的な会話のよ

うに構成されている．また，調べたこと，身の回りのご

みの話題，ごみを減らすための工夫について，というよ

うに議論内容ごとでまとまって構成されており，議論の

状態が把握しやすくなっている．

� おわりに

本稿では，ビデオを利用した非同期型のコミュニケー

ションシステムにおけるメッセージ間の参照関係と，そ

れに基づくメッセージブラウジング手法を提案した．本

手法により，議論の流れに沿ったメッセージの視聴が可

能となる．議論の状態の把握が容易になることで，円滑

な議論が可能になると考えられる．

今後の課題としては以下のものが挙げられる．

� ビデオメッセージの目的に応じた検索機能の考案
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図 6- 構成されたビデオメッセージプログラム

非同期による議論が実現すると，議論の進行につれ

てビデオメッセージが蓄積されていく．本手法では

ビデオメッセージ視聴時にビデオメッセージの選択

を行なっているが，ビデオメッセージの検索に関し

ては十分ではない．よって履歴や興味の保持の形式

を再検討し，目的に応じたビデオメッセージの検索

を実現する機構を考案する必要がある．

� 本手法の実装，実験

本手法を実装し，実験により以下の視点から評価す

る必要がある．

� ビデオメッセージプログラムの正当性

� 文脈に沿ったメッセージブラウジングが

できたか

� 選択方針によって選ばれたビデオメッ

セージは目的にかなっていたか

� ビデオメッセージ作成に関して

� 参照関係付けは容易であったか
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