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あらまし

映像データなどの時間軸に沿って内容および印象が推移するメディアを対象とした情報検索の実現には，

映像の時間的推移に対応するメタデータ自動生成方式の実現が重要となる．本稿では，映像データを対象に，鑑賞者
が受ける印象の大きな要素となる色彩情報を対象とし，映像中の印象の時間推移を反映した時系列印象メタデータの
自動生成方式を提案する．本稿では，印象の時間的推移を，映像のストーリーと呼ぶ．本方式の特徴は，ユーザの視
点に応じて，ストーリーの変化のポイントを動的に検出する点にある．ここで，ユーザの視点とは，ユーザが映像メ
ディアから認識するストーリーの細かさ (以下，粒度とする) である．これにより，ユーザが発行する問い合わせが示
すストーリーの粒度に適合した問い合わせ処理が可能となる．また，実際の映像を対象とした評価実験を行い，本方
式の実現可能性および有効性について示す．
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Abstract It is important to realize automatic metadata creation mechanisms for developing multimedia information systems. In particularly, providing an automatic metadata creation mechanism for video data is signiﬁcant.
The video data have sequential structures and have diﬀerent meanings according to various scenes. It is eﬀective
to deal with transition of meanings of sequential scenes for realizing story-based video search systems. In this
paper, we present a novel metadata creation method dealing with transition of a story of video data. Our metadata
creation method automatically generates transitional impression-metadata, which represents a transition of story,
according to the color features of each scene. There are two main contributions. First, we develop an algorithm
for detecting boundary of a story according to user’s viewpoints for story recognition. We call the algorithm the
Recursive Algorithm for Detecting Viewpoint Dependent Maximum Story-Granularity. Second, we implement a
query processing mechanism for transitional impression metadata, and we clarify feasibility and eﬀectiveness of our
system by showing several experimental results.
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1. は じ め に
放送番組の記録的・文化的価値に対する認識や知的活動の成

果としての利用の要望により，内容や印象の変化を含む連続メ
ディアデータ (映像・音楽など) が豊富にデジタル情報として蓄
積されている．特に映像データについては，(1) ブロードバン

ドの普及に伴ってネットワーク上の映像アーカイブが著しく増

構成されていたと認識する場合もある．このようなユーザの映

加している．(2) ソフトウエア及びハードウエアの進化により，

画鑑賞粒度を用いて，ユーザごとの映像の印象の感じ方・受け

高度な映像制作や映像編集が容易に行える. したがって，ネッ

取り方の違いに応じた時系列印象メタデータ生成を目指す．

トワーク上に大量の映像データが置かれ，かつ，それらは多種
多様化の傾向にある．
そのような大量の映像データの中から，利用者のニーズに合

したがって，本方式によって時系列印象メタデータを生成す
る過程において，次の 2 つの機能が重要である．
（ 1 ） アトミックシーンの特徴量生成機能

致した適切なデータを検索を実現するためには，自動的，か

時系列印象メタデータを生成するプリプロセスとして，色彩情

つ，客観的なメタデータ生成システムが重要となる．特に，映

報による静止画像メタデータ生成方式 [11] [5] を用いて，あらか

像データの印象は時間軸上で推移を伴うため，その時間的推移

じめ映像を物理的なパラメータから印象語によるパラメータに

を反映したメタデータ生成 (以下，時系列印象メタデータとす

変換する．色彩情報による静止画像メタデータ生成方式 [11] [5]

る) 方式の実現が肝要である [2] [3]. そのような背景から，映像

の詳細については 2.3.1 節において述べる．これにより，アト

中の印象の時間的推移を反映したメタデータ抽出方式実現が有

ミックシーン間の距離は，印象語と印象語の距離によって求め

効である．

ることができる．このアトミックシ ーン間の印象の距離を，こ

本稿の，映像データの中でも，特に，色彩情報が印象を決め

こでは，Semantic Distance と呼ぶ．本方式の特徴は，映像中

る主要な要素となっている映像を対象とする．映像全体の色彩

の物理量の変化によるシーン検出ではなく，印象語の距離に

情報の印象の時間的推移を色彩印象のストーリーと呼び，その

よってストー リーの変化ポイントを求める点にある．ユーザの

ストーリーを反映させたメタデータ生成方式の実現を目指す．

視点である閾値と同様に，アトミックシーン間の関連の強さを

ストーリーの変化ポイント (以下，境界とする場合もある) を検

示す Semantic Distance は，ストーリー・グレイン生成に大き

出し，境界で区切られたまとまり (以下，ストーリー・グレイ

な影響を与える．

ン) ごとの印象メタデータの順序集合を時系列印象メタデータ
として採用する．

（ 2 ） ストーリーの変化の単位を動的に検出する機能
本方式は，ユーザのストーリー認識粒度に応じて，このストー

本研究の特徴は以下の３点にまとめることができる．

リー・グレインの検出を動的に行う．アトミックシーンの特徴

・映像中の色彩情報から印象を抽出する．

量は，映像の微細な印象変化を記述するものであるためそのま

・印象の時間的推移 (ストーリー) を扱う．

までは問い合わせ処理に適さない．そのため，映像中の印象の

・印象でストーリーの境界を検知する．

大局的な流れを反映した，より大きなグレインの時系列印象メ

本方式は，時系列印象メタデータを映像の物理的な変化では

タデータを生成する必要がある．

なく，映像中の色彩情報から，心理的な特徴量を算出し，その

本方式では，隣接するアトミックシーン間の距離が小さい

特徴量の推移からストーリーを検出する点にある．ここで，特

ものからグレインとしてグループ化し，より大きなグレイン

徴量とは，色彩情報から印象を形成するのに必要十分な単位時

ごとにメタデータを算出する処理を再帰的に行うことで，印

間分の映像データ (以下，アトミックシーンとする) が有する印

象変化を反映する必要最低限の数のグレイン数となるストー

象を表わした形容詞群を指す．本方式は，ストーリーが変化す

リー・グラニュアリティー検出を実現する．これを再帰的最大

るポイントと物理的なシーンが変化するポイントは異なってい

ストーリー・グラニュアリティー検出（Recursive Algorithm

ると仮定して，より鑑賞者が受ける印象を扱えるようなストー

for Detecting Maximum Story-Gran ularity）と呼ぶ．本稿で

リーを重視したメタデータ生成方式を目指す．印象語によって

は，プリプロセスのアトミックシーンの特徴量生成方式，そし

ストーリーを検出しているため，物理量が変化しても，印象は

て，メインプロセスの鑑賞粒度に応じた最大ストーリー・グラ

変化しないといったストーリー・グレインの算出も可能である．

ニュアリティー検出方式，時系列印象メタデータ生成方式，お

本稿では，ストーリー (印象の時間的推移) を扱う方式を提案

よび，生成したメタデータに対する時系列問い合わせ処理方式

している．鑑賞者によって印象の感じ方・受け取り方には差が

について述べる．

ある．したがって，時系列印象メタデータはユーザの視点に応

本方式による問い合わせ処理では，ユーザは閾値と時系列問い

じて動的に生成される必要がある．ユーザが映像を鑑賞する視

合わせ語 (Query by Keyword) を発行する．閾値に応じて生成

点の違いに応じてストーリーの変化ポイントを検出することが

された時系列印象メタデータと，発行された映像の時系列印象

重要となる．本稿では，ユーザの視点を，ストーリー・グレイ

問い合わせ語列間において相関量計算を行い，相関が高いもの

ンを生成する際のアトミックシーンのグループのされ方の決定

から，順にランキングする．ユーザは，以前鑑賞した映像を参

要因となる閾値とする．ユーザごとに閾値を設定することで，

考に，検索時に，自身が映像を鑑賞する際の細かさを反映した

ユーザが映像メディアから認識するストーリーの細かさ (以下，

閾値を選ぶ．本方式では，閾値は映像データに依存するために，

粒度とする) を反映した時系列印象メタデータを自動生成でき

以前鑑賞した映像の粒度を反映した閾値を参考に，利用者が検

る．例えば，ユーザ A がある映像データを２つの境界，３つ

索時の閾値設定を行う．また，本メタデータ生成方式の実現に

のストーリー・グレインから構成されていると認識したとして

より，パターン・マッチングで映像が有する属性 (タイトル・制

も，ユーザ B は，同じ映像をより細かく鑑賞していたため，そ

作者など) を頼りに映像を検索していたが，映像から受ける印

の映像データを４つの境界，５つのストーリー・グレインから

象によって主観的に検索を行うことができる．

1. 1 関 連 研 究
映像のシーン検出に関しては，様々な研究が行われている．

ユーザ・インター
フェイス層

ユーザの視点

物理的なパラメータで映像をシーンの境目を決定するといった
研究は [1] でおこなわれている．[1] では，MPEG-2 を対象に，
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それぞれシーンとして扱われる．それに対して本提案方式は，
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成方式 [11] [5] を用いて，色彩情報を印象語に変換し，印象と印
象の距離によってストーリー・グレインを特定する点で異なる．

図 1 システム概要

[13] では，動画像データの階層構造化を，シーン間の類似度
をシーンに与えられたメタデータの相関量を求めることによっ
て行っている．ここで，シーンのメタデータは，映像制作者の
メモから得た出現オブジェクト名と，そのオブジェクトが映像
中に現れる再生時間の出現割合によって定義する．まず，特徴
が最も類似した２シーンを集約し，上位のノードを生成し，こ
の類似度によるシーンの結合を繰り返すことによって，一つの
映像データが階層 (ツリー) 構造として表現される．この階層構

の削減を目指すものである．ヒストグラム差分をこの N-gram
に関連づけることによって，動画像における内容や印象のまと
まりを検出する．色彩情報によって，意味的なまとまりを検出
する点で本研究と共通するが，本研究は，物理的パラメータを
印象語に関連づけることによって，ショット間で物理的なパラ
メータが変化し，かつ印象の変化がないストーリー・グレイン
の検出をおこなえる点で異なっている．

造は，映像の要約を提供するブラウジング機能において要約の
ポイントを提供するツールとして用いられる．各ノードは対応
する映像データの内容を統合的に表現するビューを示す．これ
に対し，本論文で用いる階層構造も，シーン間をメタデータの
類似性によって上位の節点を生成する点で [13] の方式と共通す
る．[13] の方式に対して，本方式は，２シーン間の関連度を前
のシーンの特徴が示す文脈に対する次のシーンの相関量を用い
て測定するという点で異なる．また，本論文では，生成された
階層構造を用いて検索の粒度を動的に設定し，文脈の時間的変
化を扱う検索に適用するという点で異なる．また，本提案方式
において，階層構造を生成する際，閾値を設定し，メタデータ
の精度に配慮した検索の粒度に限定している点も異なる．つま
り，曖昧な時系列印象メタデータの生成を防ぐ範囲内において，
ユーザの視点に応じた最大ストーリー・グラニュアリティーを
生成することが本研究の主要な特徴である．

[4] では，ショット間の関連を色情報の類似性によって求め，
４ショットを集約して上位の節点を生成することを繰り返し，
最終的に１データが１頂点を持つ階層構造として表現される．
上位の節点は，１つのショットとして表現される．この階層構
造によって様々な粒度からの動画像データブラウズやショット
の検索が実現される．動画像データを色彩情報によって判別す
るといった点では，本提案方式と共通である．しかし，動画像
データの内容や印象の変化を扱う検索は提案されていない．

[14] では，ショット間の色度数ヒストグラム差分，および，
N-gram モデル，キャッシュモデルを用いて，動画像の意味的
構造 (ショットの内容に基づいた意味的にまとまった動画像区間
のシーン) の発見に関する研究が行われている．N-gram とは，
音声認識学の分野で盛んに用いられている言語モデルであり，
ある単語をもとに次の単語を予想し，認識率の向上や計算時間

2. 提 案 方 式
2. 1 システムの概要
本システムは, 図 1 に示すように，データベース層, 動的メタ
データ生成／問い合わせ処理層, そして, ユーザ・インターフェ
イス層の３層から成るデータベースシステムである. このレイ
ヤ構造の特徴は，あらかじめ静的に生成可能なアトミックシー
ンの特徴量をデータベースとして共有し, ユーザごとの視点を
反映させるメインプロセス機能群は, ユーザから検索要求があ
る度に, 動的に処理する点にある.
（ 1 ） データベース層は映像ストリームを格納する映像デー
タベースと, 色彩情報によるアトミックシーンの特徴量生成機
能により生成された特徴量を格納する印象データベースからな
る. アトミックシーンの特徴量は, 多数のユーザから共有可能で
あり, 本システムでは, 映像データが追加／更新された際に一度
だけ生成・格納する.
（ 2 ） 動的メタデータ生成／問い合わせ処理層は, 映像中の
ストーリーの変化ポイント検出を行う最大ストーリーグラニュ
アリティー検出系, 検出されたストーリーの粒度に応じてメタ
データを生成する時系列印象メタデータ生成系, および, 問い合
わせとの相関量計量を行う時系列問い合わせ処理系から構成さ
れる.
（ 3 ） ユーザ・インターフェイス層では, ユーザの視点, およ
び, 時系列問い合わせ語を入力するのを支援するために, 時系列
問い合わせ処理に適したインターフェイスを提供する. これに
より, ユーザは問い合わせ語の選定などに煩わされることなく,
直感的に映像データを検索可能となる．

2. 2 問い合わせ例

表 3 アトミックシーンの特徴量の例

問い合わせ処理の際, ユーザは時系列印象問い合わせ語列と
ともに, 閾値の設定を行う. 本研究において， 閾値は時系列印
象メタデータを生成する際に, 必要なストーリーの粒度を, 個人
の視点に応じて調節することを可能にするための重要なストー
リー・グレイン決定要素となる. 閾値の設定によって動的に生

key
authoritative
majestic
intense
bold
forceful

value
0.183324
0.180815
0.158708
0.158708
0.158708

.
.
.

.
.
.

成される時系列印象メタデータ群に対して，時系列印象問い合
わせ語 (検索要求) を発行し，相関が高い時系列印象メタデータ
からランキングを表示する．ユーザは以下のような時系列問い
合わせ語列および，閾値を発行する (表 1). その後, データベー
スに格納されている映像データを対象に，最大ストーリーグラ
ニュアリティー検出系，および時系列印象メタデータ生成系が
働き，ユーザが発行した閾値を反映した時系列印象メタデータ

らかじめ静的に生成される．特徴量は，全ての問い合わせにお
いて，共有して使用される基本データ群である．表 3 に，アト
ミックシーンの特徴量の例を示す．

2. 3. 2 ストーリー・グレインデータ
ストーリー・グレインデータ Sil は，特徴量群を対象に，2. 4. 1
節で示す再帰的最大ストーリーグラニュアリティー検出アルゴ
リズムを適用することで動的に生成される，ユーザの視点を反

生成する (表 2)．

映したストーリー構造を示すツリー状のデータである．l はツ
表 1 時系列問い合わせ例

リーの高さ（レベル）を示し，基底レベル (l = 0) は，2. 3. 1 節

User
User A
User B

検索要求
majestic-gentle-sad-appalling
dark-intense-happy

User’s View (閾値)
0.7
0.4

.
.
.

.
.
.

.
.
.

表 2 時系列印象メタデータ例
時系列印象メタデータ
sad-hot-calm
digniﬁed-calm-sad-appalling

.
.
.

で示した特徴量 (⃗v[i] ) 群である．


S l−1 , l > 0
[o...n]
l
S[i]
:=
⃗v[i] ,
l=0

(1)

ツリーのレベルが上がるほど，ストーリーの粒度は大きくなり，
映像の大局的な印象の変化を示す時系列印象メタデータ生成に
利用可能となる．一方，ツリーのレベルが低い場合は，映像の
局所的な印象の変化を検索対象とする事ができるため，ユーザ
の幅広い視点に応じた問い合わせ処理が可能となる．このよう

2. 3 メタデータ構造

に，ストーリー・グレインデータ Sil は，時系列印象問い合わ

本方式で扱う二つのデータ構造，1) アトミックシーン (i) の

せをユーザが発行するたびに，それと同時に発行される閾値に

特徴量 ⃗v[i] ，および，2) ストーリー・グレインデータ Sil につい

応じて動的に生成されるため，データベース中には静的に格納

て述べる本方式は，映像データ中のアトミックシーンが有する

されない．

特徴量から, ユーザの視点に応じて動的にストーリー・グレイ

2. 4 メイン処理機能群

ンデータを生成することで, 映像データを対象した時系列印象

メイン処理機能群は，最大ストーリー・グラニュアリティー

検索を実現する．

検出系と時系列印象メタデータ生成系，および，問い合わせ処

2. 3. 1 アトミックシーンの特徴量

理系から成り立つ. 本節では，最大ストーリー・グラニュアリ

アトミックシーンの特徴量を生成する際，色彩情報による静

ティー検出系と時系列印象メタデータ生成系について述べる．

止画像メタデータ生成方式 [11] [5] を用いる．色彩による静止

2. 4. 1 最大ストーリー・グラニュアリティー検出アルゴリ

画像メタデータ生成方式 [11] [5] では，マンセル表色系 [15] で
表される色彩情報と人間の印象の関係が示されているカラー
イメージスケール [10] を用いてマンセル表色系 [15] で表され

ズム
最大ストーリー・グラニュアリティー検出系は以下の３ステッ
プからなる．

る色彩情報を自動抽出し，それらの要素群と印象語の相関量を
計算するためにカラーイメージスケール [10] の示した相関関

Step-1.1 相関量計算: 一定間隔の各アトミックシーンから抽

係を用いている．カラーイメージスケール [10] には，色彩と印

l=0
出された特徴量 S[i]
(ただし l = 0 なので ⃗v[i] となる) を用い

象語の関表す統計データが示されている．本研究では，色彩に

て，ストーリー・グレインを生成していく（図 2）．隣接する

よる静止画像メタデータ生成方式 [11] [5] を用いて生成された

アトミックシーンの特徴量間の余弦 (c =

静止画像メタデータをアトミックシーンの特徴量として採用す

する．

l
l
S[i]
·S[i+1]

|S l |·|S[i+1] |

) を計量

[i]

る．[11] [5] で生成された静止画像メタデータは，１８ 2 次元の
印象語ベクトルとして定義されている．したがって，アトミッ

l
l
Step-1.2 グレイン形成: c > t(t:閾値) の場合，S[i]
, S[i+1]
は，

クシーンの特徴量も同様にベクトルとして表現されるため (特

双方のベクトルの平均値を求め (

徴量:⃗v[i] )，ベクトル間の相関量計算を行うことで，アトミック

て，ストーリー・グレイン

シーン間の印象の距離 (Semantic Distance) を計量することが

l
l
の場合，S[i]
, S[i+1]

可能である．また，特徴量 v⃗[i] は，映像データベースから，あ

c<t

l
l
S[i]
+S[i+1]

l+1
(S[i]
)

2

)，l + 1 階層におい

を生成する．

l
は，S[i]

自体は，l + 1 階層にその

まま持ち越され，単一の特徴量としてストーリー・グレイン

l+1
l
l
(S[i]
) を生成する．その際，S[i+1]
は S[i+2]
との間で，余弦を

計量する．

Step-1.3 再帰的呼び出し: Step-1.2 で生成されたストーリー・

l
function: fdivide (S[o...n]
, t)
l such that 0 < i < n do
for all S[i]
= =
l ∗ Sl
if S[i]
> t then
[i+1]
l + Sl
s ← S[i]
//(Step1.1)
[i+1]

l
グレイン S[i]
は，階層 l が上がるたびに，ストーリー・グレイン

生成関数 fdivide () が再帰的に呼び出され，徐々に大きなグレイ

pl ← pl + 1 //(Step1.1)
else
l
s ← S[i]

ンへと変化する．大きなストーリー・グレインが形成されるに
つれて，ストーリー・グレイン間の Semantic Distance はしだ

end if

いに大きくなっていく．グレイン間の合成が一度も起きていな

addElement(S l+1 , s) //(Step1.2)

い場合，その当該階層を最大ストーリー・グラニュアリティー

end for
if pl > 0 then

とする．

l+1
fdivide (S[0,...,(n−p

l )]

) //(Step1.3)

else
Story-Grain(SG)01

SG02

映像M01を視点V01で検索する際の対応す
る最大ストーリー・グラニュアリティー

Semantic Distance (SD)

SD

SG03

SD

SG04

SG05

return S
end if

SD
- Layer 3

図 3 再帰的ストーリー・グラニュアリティー検出アルゴリズム

- Layer 2
- Layer 1
- Layer 0
Story-Grain(GS)01の印象メタデータ

Semantic Distanceから求められた色彩印象の変化ポイント

視点V01
視点V02

l−1
[0Kn ]

S

(単位:秒)

Semantic Distance (SD)

同様の映像M01を異なる視点V02で検索する
際の対応する最大ストーリー・グラニュアリティー

sad

GS05の印象メタデータ

GS03の印象メタデータ

映像M01を視点V01で検索する際 GS04の印象メタデータ
の対応する時系列印象メタデータ

GS02の印象メタデータ

時間軸

SD

intense

SD

SD

gentle

calm

happy

- Layer 4
- Layer 3

r - Layer 2
アトミックシーンの特徴量 v
[i] - Layer 1

€

- Layer 0

視点V01

€

図2

再帰的最大ストーリー・グラニュアリティー検出アルゴリズム

sad

時間軸

Semantic Distanceから求められた色彩印象の変化ポイント

視点V02

(単位:秒)

同様の映像M01を異なる視点V02で検索
する際の対応する時系列印象メタデータ

intense

happy
アトミックシーンの特徴量

r
v[i]

2. 4. 2 時系列印象メタデータ生成方式
€

Step-2.1 トラバース: Step-1.3 で検出された最大ストーリー・
グラニュアリティーに応じて時系列印象メタデータを生成する．
まず，再帰的アルゴリズムで生成されたグラニュアリティの構

図4

時系列メタデータ生成方式

造をトラバースする関数 ftraverse() を適用し，最大ストーリー・
グラニュアリティーを構成するアトミックシーンの特徴量の集
合

l
S[n]

をストーリー・グレインごとに収集する．

3. 問い合わせ処理
本方式における問い合わせ処理は，時系列印象問い合わせ語

Step-2.2 時系列印象メタデータ生成: 時系列印象メタデータ

列と，第 2. 4 のメタデータ生成方式により生成された時系列印

生成関数 fgenerate () を用いて，最大ストーリーグラニュアリ

象メタデータ群との相関計量により実現される．ただし，双方

ティーが有する各ストーリー・グレインに対応する印象メタ

ともに時系列的なメタデータベクトル列であるため，以下に示

データを生成すると共に，その印象メタデータ群の順序集合を

す２ステップにより問い合わせ処理を行う．

生成する (図 4)．まず，Step-2.1 で収集した，各ストーリー・

（ 1 ） 構造的マッチング

グレインを構成するアトミックシーンの特徴量の平均値を算出

時系列問い合わせ語列と関連性を計量可能な時系列印象メタ

する．平均値が有する印象語群中で，値が高い上位 5 印象語を，

データ群を検索するために，与えられた時系列印象問い合わせ

各ストーリー・グレインの印象メタデータとして採用する．次

語列の語数と等しい数の印象語から構成される時系列印象メタ

に順序集合生成オペレータ ( ) を用いて，印象メタデータの

データ群を検索する．本方式では，時系列印象問い合わせ語列

順序集合を生成する．これが時系列印象メタデータとなる (式

とともに，ユーザの視点として閾値が与えられ，それに応じて

(2))．

時系列印象メタデータを動的に生成するので，構造的マッチン

∪

グにより相関量計算対象外となった時系列印象メタデータ群は，

l
fgenerate (S[o...n]
, t)

:=

pl >0{
∪
l=1

∑

j>m−1
j=0

m

ユーザの求める構造と異なるストーリーを有することとなる.

}

|V
← ftraverse(S l

[i]

)

つまり, ユーザの視点である閾値によってストーリー・グレイ
ンが設定されているため, 問い合わせ語列の数と異なる構造を
有する時系列印象メタデータ群は, ユーザの視点を反映してい

(2)

ないと見なし, 検索対象集合から外す.

（ 2 ） 相関量計量

表 4 時系列印象メタデータ (閾値:0.5)

次に，時系列印象問い合わせ語列 (S) と，時系列印象メタデー

SGID
1

PVID
PV05

2

PV05

3

PV05

1

PV06

2

PV06

3

PV06

.
.
.

.
.
.

タ (S ′ ) 間の相関量を求める．(式 (3)) すでに構造的マッチング
によって，時系列印象メタデータ群は S の印象語数と等しいた
め，S と S ′ のそれぞれが有する各印象語の余弦を合計した値
を算出する．算出した相関量のスコア順に検索結果として出力
する．

∑
i=0

feval (S, S ′ ) :=

(S[i]・S ′ [i])

(3)

n>0

4. 実

impression
light(0.2339)-neat(0.1973)-clean(0.1941)
clear(0.1888)-cleanandfresh(0.1861)
free(0.4886)-sweetsour(0.487)-citrus(0.328)
healthy(0.325)-fresh(0.3245)
light(0.233)-clean(0.194)-clear(0.1885)
cleanandfresh(0.1861)-pure(0.1831)
warm(0.2693)-dry(0.2554)-cool(0.226)
pristine(0.184)-mirthful(0.1709)
fresh(0.284)-free(0.106)-yourthful(0.147)
citrus(0.0894)-cute(0.0819)
warm(0.271)-restful(0.1699)-tranquil(0.1691)
plain(0.1547)-simpleandappeling(0.1345)
.
.
.

験
表 5 時系列印象メタデータ (閾値:0.8)

4. 1 実 験 概 要

SGID
1

title
PV07

ついて述べる．映像データの色彩情報を対象とした時系列印象

2

PV07

メタデータ生成方式の実現において，以下の二つの実験を行う．

3

PV07

4

PV07

5

PV07

6

PV07

.
.
.

.
.
.

ここでは, 提案方式による時系列印象メタデータ生成実験に

PV02

impression
solemn(0.247)-exact(0.135)-provincial(0.1121)
formal(0.1076)-bitter(0.0897)
light(0.2038)-chic(0.1455)-sober(0.1389)
dry(0.1377)-metallic(0.1337)
light(0.225)-refresing(0.1239)-simple(0.1239)
festive(0.1239)-pure(0.124)
warm(0.2693)-dry(0.2554)-cool(0.226)
pristine(0.184)-mirthful(0.1709)
chic(0.1892)-sober(0.1681)-solemn(0.1647)
subtleandmisterious(0.1511)-exact(0.1221)
warm(0.1861)-subtleandmisterious(0.1834)-exact(0.1222)
alluring(0.1144)-bitter(0.0882)
.
.
.

PV06

4. 4 実 験 結 果
4. 4. 1 実験 1:閾値に応じたストーリー・グレイン生成の

PV22

0:0

1:00

2:00

3:00

4:00

結果
対象サンプルデータ 4 ０本を対象に，t = [0.5, 0.6, 0.8] ごと

閾値

0.8

0.6

0.5

にストーリー・グレインを生成し，そのストーリー・グレイン
の個数をグラフにまとめた (図 6)．閾値が低い場合は, ストー

図5

閾値ごとのストーリー・グレイン結果サンプル

リー・グレイン生成個数が極めて少ない. それに対して閾値を高
くするほど，ストーリー・グレイン生成個数は増加していく．閾

4. 2 実験 1：閾値に応じたストーリー・グレイン生成の評価

値はユーザがその映像を鑑賞する際の粒度を反映した値である．

ユーザの視点となる閾値は，ストーリー・グレインの生成の

つまり，閾値を低く設定すると，映像のストーリーの大局的な

され方にどのように影響するのかを検証する．

流れに着目したストーリー・グレイン生成がおこなえ，また，閾

対象データ: 本実験で用いる対象データとして，色彩情報が印

値を高く設定すると，映像の微細な変化を考慮したストーリー・

象を与える主要な要素となっている映像集の中から，色彩情報

グレイン生成が行える．本研究は，ユーザが映像データを鑑賞

が豊富なプロモーションビデオクリップ (PV)40 本を選択した．

する際の粒度をストーリー・グレインの生成個数によって扱う

閾値: 閾値を t = [0.5, 0.6, 0.8] に応じて，生成される最大ス

ことが可能であることを検証できた．本実験結果は，本方式を

トーリー・グラニュアリティーにおけるストーリーグレインの

実際の映像データに適応させる場合，閾値ごとに異なる個数の

数の変化を確認する．

シーン群が検出でき，それによってユーザごとの鑑賞粒度に応

4. 3 実験 2：印象語を用いたストーリー・グレイン検出

じた検索が可能となることを示している．加えて，閾値を低く

印象語によってストーリーを扱うことのメリットを提示する

設定した場合の印象の変化ポイントは，閾値を高く設定した場

ために，物理的パラメータを用いた場合のシーン検出と，印象

合の印象の変化ポイントを覆ってストーリー・グレインを形成

語を用いた場合のストーリー・グレイン生成の違いを明らかに

することはない (図 5). つまり，閾値を低く設定した際に生成さ

する．

れるストーリー・グレイン間の Semantic Distance は，極めて

対象データ: 実験１で使用したプロモーションビデオクリップ

離れていることがわかる．さらに，t = [0.5, 0.8] での，実際に

(PV)40 本の時系列印象メタデータを生成する事で，映像の物

生成された最大ストーリー・グラニュアリティーにおける，時

理的な変化に依らない時系列印象の変化を有するデータを検証

系列印象メタデータを表に示す．表の，S GID はストーリー・

する．

グレインごとの ID を，PVID は映像番号を，impression は各

閾値: 閾値を与えずアトミックシーンの特徴量の比較を行う．

S G ごとの印象メタデータを表す (表 4)(表 5)．

18
16

本方式で生成されたグレイン数

14
12
10
8
6
4
2
0
0.5

0.6

0.8

閾値
PV1

PV2

PV3

PV4

PV5

PV6

PV7

PV8

PV9

PV10

PV11

PV12

PV13

PV14

PV15

PV16

PV17

PV18

PV19

PV20

PV21

PV22

PV23

PV24

PV25

PV26

PV27

PV28

PV29

PV30

PV31

PV32

PV33

PV34

PV35

PV36

PV37

PV38

PV39

PV40

図 6 閾値ごとのストーリー・グレイン数集計結果

4. 4. 2 実験 2:印象語を用いたストーリー・グレイン検出の
結果

を受ける関係を持つことが証明できた．このように，本方式に
よって，物理的なパラメータのみを用いるだけでは検出しにく
いシーン間の関連の強さの検出が可能となることを検証できた．

SamplePicture01

本実験結果は，本方式を実際の映像データに適応させた場合，

SamplePicture02

類似する印象を有するシーン群を検出することができ，それに
よって生成された時系列印象メタデータに対する連続的な印象
語を用いた検索が可能となることを示している．
warm
familiar
restful
dry
sunshiny
tranquil
friendly

0.338899
0.189752
0.185882
0.153593
0.143381
0.141902
0.131908

warm
dry
familiar
simple̲and̲appealing
tranquil
restful
Japanese

0.303363
0.161633
0.146305
0.125304
0.113876
0.118592
0.110549

free
Large̲hearted
simple̲and̲appealing
plain
cheerful
natural
subtle̲and̲mysterious
sweet
lighthearted
calm

0.129747
0.123775
0.11387
0.109002
0.106942
0.106629
0.091291
0.090724
0.097604
0.083881

sober
amiable
pristine
subtle
subtle̲and̲mysterious
Large̲hearted
provincial
gentle
calm
sunshiny

0.108821
0.108497
0.104695
0.010251
0.101
0.09741
0.095313
0.093515
0.09199
0.086706

5. ま と め
本稿では，映像中の色彩情報を対象に，時系列印象メタデー
タの生成方式を提案した．本提案方式により，映像データを対
象に，鑑賞者が受ける印象の大きな要素となる色彩情報を用い
映像中の印象の時間的推移を反映した時系列印象メタデータの
生成が可能となった．本提案方式によって，映像の属性に頼ら
ない，映像のストーリーを考慮した主観的な検索が行える．
本研究の特徴は，映像中の色彩情報から取得される印象の変

図 7 印象語を用いたストーリー・グレイン検出具体例

化に着目し，また，鑑賞者ごとに異なる印象の変化ポイントも
隣接するアトミックシーンに対して特徴量をそれぞれ生成し，
（注 1）

ベクトル内の上位１７個の印象語群を図に表した (図７

)．

考慮した上で，ユーザごとに動的に時系列印象メタデータを生
成している点にある．

双方のベクトル内における上位印象語において，多少の変動

今後の課題としては，映像から受ける印象をより的確に反映

は見られるが，SamplePicture01 のベクトルの上位にある印象

した時系列印象メタデータ生成方式提案に向けて，被験者を募

語 10 個中の全ての単語が，SamplePicture02 のベクトルの上

り，時系列印象メタデータ精度実験を行う必要がある．そして，

位に出現した．この２つのアトミックシーンは，グレイン生成

本研究の有効性を検証するために，実際の映像データを対象と

の段階においても全ての閾値 (t = [0.5, 0.6, 0.8]) において，同

した解析的実験を今後行う必要がある．

じストーリー・グレインに含まれており，双方は似ている印象

謝辞 本研究には，様々な方の貴重な指導とご意見をいただ
きました．中でも，本研究に貴重なご助言をいただきました吉

（注 1）
：著作権保護のために，モザイク処理を施しているが，本方式は色彩情報
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