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あらまし 近年，動画に対してユーザがコメントを付与し，それが動画上に直接表示される動画共有サイトが注目さ

れている．また，SNS上でも動画共有が行われ始め，今後コメントを用いて，動画を媒体としたコミュニケーション

が行われると考えられる．動画上でのコミュニケーションの場合，視聴するユーザによって動画に対する観点が異な

り，話題が分散しやすい．したがって，コミュニケーションを活発に行うためには，ユーザの興味に関連するコメン

トを効率よく発見することが必要である．しかし，既存の動画共有サイトの多くは，付与されたコメントが全て表示

されるため，必要なコメントがそれらの中に埋もれてしまい，発見が困難である．本研究では，動画共有の環境とし

て，ユーザが時区間と画面領域を指定してコメント付与を行えるシステムを想定する．そのようなシステムにおいて

我々は，コメントがもつ時区間と画面指定領域の関係からコメント間の関連種類を判定し，その種類によって関係付

けられた他のユーザのコメントを抽出・提示することでコミュニケーションの活発化を目的とした視聴支援の方式を

提案する．本稿では，コメント間の関連の種類の分類と関係付けの方式について述べ，提案する方式に基づくプロト

タイプシステムの実装と評価について述べる．
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Abstract Recently, video sharing sites which can show comments on a screen have attracted many attention. Videos are

also shared on social network sites. Communications through video using the comments are thought to become more popular.

When we communicate through the video, the viewpoints are different for each user and the discussions often jump from

one topic to another. It is necessary to retrieve the comments aligning with the user’s interest efficiently. Conventional video

sharing sites, however, show users all of attached comments, and it is difficult to find important comments for them. In this

paper, we propose a method to judge kinds of relations between the comments by the temporal duration and the display region,

and to extract comments related to the other users’ comments. We will describe a method to classify kinds of relations and to

relate the comments. We will discuss the prototype system based on the method.
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1. は じ め に

近年，オンライン上での動画共有が普及し，そのサイト数

は増加している．それらのサイトの中には，投稿された動画

コンテンツに対して，視聴ユーザがコメントを付与すること

ができるものが存在する．そこでは，掲示板形式でコメント



を書き込み，コミュニケーションがなされたり (You Tube [1]，

GoogleVideo [2]など)，動画上に直接コメントを書き込み，表

示させることでコミュニケーションが行われている (ニフニフ

動画 [3]，ニコニコ動画 [4] など)．特に，動画上に直接コメント

を書き込めるサイトでは，コメントを表示するタイミングや位

置を工夫し，動画コンテンツ自体や他のユーザのコメントに対

して，視覚的に興味を表現することができる．

従来の動画共有の掲示板形式のコメント付与では，主に動画

に対しての感想のコメントが付与されている．それに対し，動

画上への直接付与では，動画を面白く見せるための効果として

のコメント，動画上の事象に対しての意見としてのコメントな

どが付与されている．動画上に直接コメントを付与するサイト

では，シーンに対してのコメントや，特定の画面領域に対して

のコメントがあり，それによって，ユーザがコミュニケーショ

ンを行っている場合がある．

また，動画共有は SNSでも行われており，これらの動向か

ら，今後 SNSなどのコミュニティ上で動画を媒体にしたコミュ

ニケーションが行われることが考えられる．SNS上で動画が共

有され，シーンや特定の画面領域に対してコメントが付与でき

る環境では，同じ所属や趣向のユーザが集まり，動画上で互い

の意見を交換するようなコミュニケーションが活発に行われる

と想定される．例えば，合唱部のメンバーで構成されるコミュ

ニティがあり，そのコミュニティに合唱コンクールの動画をアッ

プロードし，その動画上にコメントを付けることで反省会を行

うシチュエーションが考えられる．

動画は視聴ユーザによって観点が異なり，付与されるコメン

トも話題が分散し，複数の話題が存在するため，コミュニケー

ションを目的とした動画共有である場合，ユーザが興味のある

コメントと話題が同じであり，関連の強いコメントを見やすく

提示する必要がある．コミュニケーションは，話題が一致する

ユーザが集まって行われるものであり，ユーザが自身の話題と

関連のあるコメントを認識できなければ，コミュニケーション

は成り立たない．しかしながら，従来の動画共有サイトでは，

付与されたコメントをすべて提示する．

そこで，本研究では，ユーザが時区間と画面領域を指定し，

コメント付与できる環境を想定し，参加ユーザによって付与さ

れたコメントをコメント間が持つ時区間と画面領域の関係から

関連の種類を分類する．さらに，その種類同士を関係付け，同

時に提示することで動画の見方が幅広くなるようなコメント

の提示方式を提案する．関連種類と関係付けによってユーザの

コメントに関連の強いものを抽出し，提示することでコミュニ

ケーションが活発に行われるような視聴支援を行うことができ

る．提案システムでは，2種類の支援を行う．その支援は以下

の通りである．

1. 書き込み時の支援

ユーザがコメントを書き込んだ際，ユーザのコメントに

関連するコメントを自動的に提示することで，他ユーザ

のコメントに対する意見交換を促す．

2. 視聴時の支援

ユーザは，動画上に提示される他ユーザのコメントを視

聴し，興味を持った他ユーザのコメントを選択する．そ

の選択されたコメントに関連するコメントを提示するこ

とで，効率的な視聴の支援を行う．

以下，2節で本研究の概要と関連研究について，3節でコメ

ント間の関連種類について，4節で種類の関係付けについて述

べる．5節で提示コメントの決定について，6節で評価につい

て，7節でまとめについて述べる．

2. 本研究の概要と関連研究

2. 1 本研究の概要

本研究では，オンライン上で共有されている動画に対して，

ユーザがコメントを付与できる環境において，コメントを利用

したユーザのコミュニケーションの活発化を目的とした視聴支

援を提案する．視聴支援とは，ユーザに対して自身のコメント

と関連の強いコメントを抽出して提示することである．まず，

前提条件としてコメント付与の際に，ユーザが動画上に時区間

と画面領域を指定できるものとする (図 1)．その指定された時

間の間，コメントと指定した画面領域が動画上に表示される．

例えば，野球の動画に対して，「この時間からこの時間までの審

判の判定はおかしい」という内容のコメントを付与するとする．

ユーザは，対象の審判が映っている画面領域を指定し，問題の

区間の開始時間と終了時間を指定する．

すなわち，本研究でのコメントは，時区間情報として付与さ

れた時区間の開始時点と終了時点，領域情報として付与された

画面指定領域の座標の情報を持っていることになる．

t
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指定した時区間
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コメントの内容

図 1 時区間と画面領域を指定したコメント付与

本研究では，このコメントが持つ時区間と画面指定領域の関

係を利用し，コメント間の関連種類を判定することで，コメン

トに対して，関連の強いコメントを抽出し，提示する．具体的

には，コメント間の関連の種類を用いて観点が広がり，意見の

交換が活発化されるような種類同士で関係付ける．さらにその

関係付けを用いて，あるコメントに対して，関連の強いコメン

トの抽出を行い，ユーザに提示する．

2. 2 関 連 研 究

2. 2. 1 動画共有とコメントの提示

映像に対するコメントの付与として YouTube [1]や GoogleV-

ideo [2]があげられる．これらのサービスでは，閲覧者により，



掲示板形式のコミュニケーションが行われている．動画のシー

ンへのコメントの付与はニフニフ動画 [3] やニコニコ動画 [4] が

あげられる．これらのサービスはコメントの表示方法に特徴が

ある．

ニフニフ動画では，画面の下部にコメントを流して表示する．

ユーザはコメントを付与する際に，表示の効果 (点滅・拡大な

ど)や色を選択することができる．表示の効果を選択ことによ

り，コメントに工夫や感情の表現が可能である．ニコニコ動画

は，シーン上に直接コメントが提示され，その表示位置 (上・

中・下)もユーザが選択できることから，シーンの画面上の部分

や，コメントの表示のタイミングの工夫などで，コメントを引

き立たつような見方ができる．このような，動画と共にコメン

トを表示するサイトは増えており，他にも You Tubeの動画に

字幕を書き込むことができる字幕．in [5] や，コメントを動画を

視聴しながらコメントを書き込める Rimo [6]，KaKiKoTV [7]，

LycosMix [8]などがある．しかし，これらは付与されたコメン

トをすべて表示するため，画面に文字が溢れて見づらい，自分

の書き込んだコメントと関連の強いコメントがわからないな

ど，コミュニケーションの上では問題がある．本研究では，コ

メントの制御を自動で行うため，これらの問題の解決になると

考える．

2. 2. 2 コメント情報の利用

映像に付与されるコメントをアノテーションとし，活用する

システムとして，山本ら [9] [10] の Snvieがあげられる．これ

は，ユーザにコメントの詳細 (コメントの対象，対象の種類な

ど)を指定させる iVas [11]の編集機能を利用し，ユーザにシー

ン，画面の領域へのコメント付けを行わせる．そしてブログ

の仕組みを利用し，他ユーザと動画を話題としたコミュニケー

ションを行うことができる．また，山本らは Synvieや iVasに

よって得られたユーザのコメントを用いて映像を話題としたコ

ミュニティ活動支援 [10]を行っている．これはコメントの解析

から，キーワード抽出を行い，それを用いて，Webとの融合，

映像へのタグ付けを行う．これらは他の動画コンテンツ，Web

の関連記事や Blogとの融合などによってコミュニティを支援

している．

また，動画上のコミュニケーションではないが，西田ら [12]

の Lock-on-chatでは，画像を共有し，その画像の部分について

コメントを付与することができる．そのコミュニケーションを

活発化させるために，視聴ユーザによる投票などの評価が行わ

れている．複数に分散する話題をどの話題が盛り上がっている

のかを視覚的に見せることで，コミュニケーションの活発化を

図っている．

動画上でのコミュニケーションとして，チャットもあげられ

る．宮森ら [13]は番組実況チャットにおいて，ユーザのエント

リ数や書き込みの中のアスキーアートなどから盛り上がりなど

を抽出し，ユーザにわかりやすく表示する．また，CGMでの評

価や意見の抽出としては嶋田ら [14]のレビューから評価値の推

定，藤村ら [15]の電子掲示板から評価情報の抽出，竹原ら [16]

の Blogにおいて書き手の興味を考慮し，意見情報の提示の手

法などがあげられる．

これらの研究は語彙解析や言語パターンを用いてコメントを

解析する手法であり，本手法とはアプローチが異なる．これら

の手法と本手法の構造の情報のみによる解析と組み合わせて

用いることで，より効果的なコメントの制御が行えるものと考

える．

動画をコメントなどのテキスト情報以外で編集する方式とし

て田中ら [17]の視聴時のユーザの行為である注視の時区間と領

域の情報に注目した素材ビデオの編集支援を行う提案があげら

れる．これはユーザの視聴順序と注視された時区間，画面領域

を考慮し，映像のより注目されている部分を判定する．本研究

ではコメントが付与された時区間とその画面指定領域を注視情

報とする．

2. 2. 3 コミュニケーション支援

コミュニティ内でのコミュニケーション支援の研究では東

ら [18] や倉林ら [19] の議論支援の研究が挙げられる．東らは

Web上のテキストベースでの議論形式のコミュニケーションに

対して，相手の個性（考え方や知識）を補足アノテーションと

して提供させることで相手の意見への理解を支援し，議論への

支援を行っている．しかし，この議論支援は，動画の内容，コ

メントトピックを同時に把握する必要がある動画上での議論で

は，把握する情報が多くなり，ユーザの負担が大きくなってし

まう．

また，倉林ら [19]は議論参加者のもつ知識の差分からコミュ

ニティにとって有用な情報を引き出し，参加者が知識を表出す

るための関心の類似性に基づいて話題を提供することで議論の

活発化の支援を行っている．しかし，内容の変化や，捉え方が

視聴ユーザによって異なる動画上のコミュニケーションでは，

自動的な話題の提供は困難である．また，動画上のコミュニ

ケーションは知識を求めるものではないので，目的が異なる．

動画でのコミュニティ内での議論の活発化は，分散しがちな

参加ユーザの話題を近づけ，話題コミュニティを作り，さらに

同じ話題を意識している他ユーザの，自身とは違う観点を持っ

た意見を提示することで活発化できると考えられる．

3. コメント間の関連種類の判定

3. 1 コメント間の関連種類

コメント間の関連種類 (以降，関連種類）とは，あるコメン

トから見た他のコメントとの関連の種類である．例えば，コメ

ント A，Bがあるとすると，A にとって Bが同じ観点のコメン

トであるといったようなことである．関連種類を抽出する尺度

として，コンテンツトピックの一致，コメントトピックの一致，

コメント対象の一致を用いる．

• コンテンツトピック
動画そのものの内容であり，例えば，運動会の動画であ

れば，コメントが付けられた時区間に映っている子供や，

競技の内容である組み体操などのことである．

• コメントトピック
コメントの話題であり，例えば，あるユーザが運動会の

組み体操の失敗の原因を指すコメントをつけたのであれ



ば，「組み体操の失敗の原因」がそれに当たる．

• コメント対象
ユーザがどの被写体についてコメントしたのか，という

コンテンツトピックの一部を指す．例えば，運動外の組

体操の失敗の原因をある子供と指すコメントをつけたの

であれば，その子供がコメント対象である．

本研究では関連種類を以下の 4種類に分類する．

• 意見
コメントトピック，コメント対象が一致し，意見がある

関連種類．

• 別観点
コメントトピックまたはコメント対象が一致する関連

種類．

• 不定 (意見・別観点）

コメントトピック，コメント対象のどちらか，またはど

ちらもが一致する関連種類．

• 無関係
コンテンツトピックが一致しない，コメント間に関連が

ない関連種類．

このコンテンツトピックの一致，コメントトピックの一致，

意見の有無，コメント対象の一致を時区間と領域の関係により

判定する．

3. 2 関連種類の判定

3. 2. 1 時区間による判定

関連種類の判定は，時区間と画面指定領域の関係の組み合わ

せによって行う．本節では時区間について述べる．コメントが

持つ，時区間の情報はコメントの書き込み時に指定されたコメ

ントの表示開始時点 (以下，始点とする)，表示終了時点 (以下，

終点とする) がある．そして，2つの時区間の関係には，終点

と始点の時間距離，始点・終点の時点一致，時点一致があった

場合の時区間の包含関係，時区間の 2点一致の 5つの関係があ

る．本研究では，ユーザが他のユーザにコメントを合わせよう

としたとき，その始点や終点にはずれが生じると考える．よっ

て閾値 δ (0に限りなく近い値)を設定した．

この 5つの特性から，Allenの時区間関係の全 13パターン [20]

を参照し，時区間の関係を 6種類に分類した．2つのコメント

を X，A とし，そのコメントの始点をそれぞれ tXs，tAs，終点

を tXe，tAe とする．以下に時区間の関係を説明する．

1. distance

|tXe − tAs | > δ andtXe < tAs (1)

|tXs − tAe | > δ andtXs > tAe (2)

式 (1)または (2)が真である場合，XdistanceAと定義す

る．言い換えると，[20]におけるXbeforeA，AbeforeX

であるとき，この関係となる．

2. overlaps　

|tXs − tAs | > δ and|tXe − tAe | > δ (3)

|tXe − tAs | > δ andtXe > tAs

andtXs < tAs (4)

|tXs − tAe | > δ andtXs < tAe

andtXs > tAs (5)

式 (3)(4)，または (3)(5)が真である場合，overlaps と

定義する．言い換えると，[20] における XduringA，

AduringX，XoverlapsA，AoverlapsXであるとき，こ

の関係となる．

3. meets

|tXs − tAe | < δ (6)

|tXe − tAs | < δ (7)

式 (6)または (7)が真である場合，XmeetsA と定義す

る．言い換えると，[20]における XmeetsA，AmeetsX

であるとき，この関係となる．

4. corresponds　

|tXs − tAs | < δ and|tXe − tAe | > δ

andtXe > tAe (8)

|tXs − tAs | > δ and|tXe − tAe | < δ

andtXs < tAs (9)

式 (8) または (9) が真である場合， XcorrespondsA

と定義する．言い換えると，[20] における AstartsX，

AfinishesX であるとき，この関係となる．

5. corresponded

|tXs − tAs | < δ and|tXe − tAe | > δ

andtXe < tAe (10)

|tXs − tAs | > δ and|tXe − tAe | < δ

andtXe > tAe (11)

式 (10)または (11)が真である場合， XcorrespondedA

と定義する．言い換えると，[20] における XstartsA，

XfinishesAであるとき，この関係となる．

6. equal

|tXs − tAs | < σ and|tXe − tAe | < σ (12)

式 (12)が真である場合，XequalAと定義する．言い換

えると，[20]における XequalsAであるとき，この関係

となる．

3. 2. 2 画面指定領域による判定

画面指定領域は，ユーザが，どの被写体に対してコメントを

書き込んだのかというコメントの対象を表している．我々は，2

つのコメントの領域の関係を，コメントの対象が一致している

かを基に，Egenhofer [21]の 8パターンの領域の関係を 4つに

分類した．また，その 4つの関係を表 1に表した．Rはコメン

トの画面指定領域を返す関数である．



表 1 画面指定領域の関係

XequalA R(X)⊃=R(A) R(X)⊂=R(A)

XinsidebyA R(X)⊃=R(A) R(X) 6 ⊂=R(A)

XcontainsA R(X) 6 ⊃=R(A) R(X)⊂=R(A)

XdisjointA R(X) 6 ⊃=R(A) R(X) 6 ⊂=R(A)

1. disjoint　

2つのコメント X と A の指定領域の位置が離散している

場合，XdisjointAと定義する．言い換えると [21]にお

ける XdisjointA，XmeetA，XoverlapAであるとき，

この関係となる

2. contains　

X の指定領域が A の指定領域を含んでいる場合，

XcontainsA と定義する．言い換えると [21] における

XcontainsA，XcoversA であるとき，この関係でと

なる．

3. insideby

X の指定領域が A の指定領域に含まれている場合，

XinsidebyA と定義する．言い換えると [21] における

XinsidebyA，XcoveredAであるとき，この関係となる．

4. equal　

X の指定領域と A の指定領域が完全一致している場

合，XequalAと定義する．言い換えると [21]における

XequalAであるとき，この関係となる．

3. 3 トピックと対象の一致判定

動画上でコメントを利用してコミュニケーションを行う場合，

コンテンツトピック，コメント対象，コメントトピックの一致，

トピックや対象への意見の有無が，コメント間の関連の判定で

重要になる．これらは，時区間と領域の関係によって判定する．

2つのコメント間の関連の有無は，コンテンツトピックの一

致によって決まる．コンテンツトピックは，動画そのものの内

容である．そのため，コンテンツトピックの一致は 2つのコメ

ントの終点と始点の時間距離によって判定する．動画はシーン

間の時間距離が大きくなるほど，シーンの内容は変化すると考

えられる．そのため，2つのコメントの時区間に時間距離があ

る場合，そのコメントが付与されたコンテンツトピックは一致

していないと考えられる．2つのコメント X，A の時区間に時

間距離ができるXdistanceAの場合，コンテンツトピックは一

致しないと判定し，それ以外の時区間の関係は一致すると判定

する．

コメント対象の一致は，画面指定領域の関係によって判定す

る．指定領域が AdisjointX のとき，2つのコメントが指す対

象が違っており，コメント対象は一致しないと判定し，それ以

外の領域の関係は一致すると判定する．

次に，コメントトピックの一致の判定について述べる．コメ

ントトピックとは，コメントの話題である．2つのコメントのコ

メントトピックの一致は，時点一致の有無，指定領域の一致に

よって判定する．時点一致からは，そのコメントを書き込んだ 2

人の異なるユーザが，一方のユーザのコメントトピックを意識

し，表示時点を一致させてきたということが考えられ，コメン

トトピックは一致しているとする．よって，時区間の関係に時

点一致があるXmeetsA，XcorrespondsA，XcorrespondedA

はコメントトピックが一致しているとする．時点一致がない場

合でも，指定領域が XequalAの場合は，領域が合わせられて

いるため，同じ内容のコメントトピックで一致しているとする．

意見の有無は，コメントトピック・コメント対象の一致によっ

て判定する．コメントトピック，コメント対象が一致している

場合は，トピックや対象への意識が強く，意見を持っていると

考えられる．このコンテンツトピック，コメントトピックの一

致，意見の有無を利用し，関連種類を判定する．

3. 4 時区間と領域の関係による関連種類の判定

コメント間の時区間と領域の関係を掛け合わせ，コンテンツ

トピック，コメントトピック，コメント対象の一致，意見の有

無から関連種類を分類する．その判定の手順を以下で示す．

1. 時間距離の有無の判定　

時間距離により，コンテンツトピックの一致を判定しコ

メント間の関連の有無の決定を行う．

2. 時点一致の判定　

コンテンツトピックが一致し，関連があると判定された

コメントの組に対して，時点一致の有無を判定し，コメ

ントトピックの一致の一致を判定する．時点一致がある

場合はさらに包含，被包含関係の判定を行う．

3. 画面指定領域の判定　

画面指定領域により，コメント対象の一致の判定を行う．

4. 時区間・画面指定領域の関係による関連種類の判定　

時点一致がない場合，コメント対象が一致していれば，

コンテンツトピック，コメント対象が一致するため別観

点となる．時点一致がある場合，コメント対象が一致し

ていれば，コンテンツトピック，コメントトピック，コ

メント対象が一致し，意見と判定される．時点一致があ

り，時間が被包含の場合，時点一致により，コメントト

ピックが一致していると判定され，別観点となる．包含

の場合は，コメント対象が一致しないコメントが一時的

に表示されることから，偶然の時点一致とみなし，無関

連とする．時区間が完全一致で，コメント対象が不一致

の場合は関連はあるが，どの関連種類にあたるかは判定

できない．

表 2は 2つのコメント間の関連種類を表している．例えば，

コメント X，A があるとすると，X に対して A がどのような種

類に当たるかという X から見た A の関連種類である．表の例

を以下に示す．以降，関連種類を「関連種類名 (時区間の関係，

画面指定領域の関係）」と表す．

図 2 のように，コメントデータ X と A の時区間が

XoverlapsA，画面指定領域が XcontainsA である場合，A

は X に対して別観点 ( overlaps，contains)の関連種類が当ては

まる．

図 3のように，X と A の時区間がXcorrespondsA，指定領

域がXcontainsAである場合，意見 (corresponds，contains)の



表 2 コメント関連種類

時区間

distance overlaps meets corresponds corresponded equal

disjoint 　無関連　 　無関連　 　不定　 　無関連　 　別観点　 　不定　

領域 contains 無関連　 　別観点　 　意見　 　意見　 　意見　 　意見　

insided by 　無関連　 　別観点　 　意見　 　意見　 　意見　 　意見　

equal 無関連　 　意見　 　意見　 　意見　 　意見　 　意見　

コンテンツ時間
別観点(overlaps・contain) XAX

A
図 2 関連種類判定：別観点 ( overlaps，contains)

関連種類が当てはまる．

意見(corresponds，contain) XAX
A
図 3 関連種類判定：意見 (corresponds，contains)

図 2，図 3の例を示す．合唱の動画上で，反省会という目的

でコミュニケーションが行われていたとし，コメント X が歌っ

ている人の集合を示し，「声のバランスが悪い」という内容であ

るとする．図 2のように，始点が一致せず，X の領域の中の一

部を示したコメント Aとの関連種類を判定する．Aと Xに時点

一致はないことから，コメントトピックは一致していない．コ

メント対象は領域の関係が包含であることから，コメント対象

は一致している．よって，A のコメントの内容は，例えば「指

揮者がずれている」「この人声が大きい」など，間接的に X の

コメントの原因を表すような別観点となる内容だと考えられる．

図 3のように，時区間の始点が一致し，時区間の関係が包含

となり，また X の画面領域の中の一部を示しているコメント A

との関連種類を判定する．X と時区間の始点が一致しているこ

とから，コメントトピックは一致している．また，領域は包含

関係であることから，コメント対象は一致している．コメント

トピック，コメント対象の一致から，意見があると判定される．

領域が包含関係になっていることから，X のコメントの部分を

強調していると考えられる．よって，A の内容は「特にこの人

がひどい」「指揮者がここでずれた」など，部分的強調や原因

を表しているような X への意見となる内容だと考えられる．

このように，コメントトピックの一致，コメント対象の一致，

意見の有無により，関連種類を判定した．時点一致があり，領

域が離散の場合は，A が X に影響されている可能性が高く，関

係のあることが判別できるが，意見，別観点のどちらかは判別

できず，不定となっている．

4. 関連種類の関係付け

本研究の視聴支援では，関連種類を，コメントトピックが一

致し，共に提示することで意見の交換を活発化させるような関

係付けを行い，その関係付けを用いて提示コメントを決定する．

コメントの関係付けは，関連の強さ，時区間・領域の関係を基

に行う．

4. 1 コメントの関連の強さ

関連の強さとは，2つのコメント間のコメントトピックが一

致しているか，意見を持っているかを表す．4つの関連種類の

関連の強さはコメントトピックの一致，意見の有無によって判

断する．したがって，コメントトピック，コメント対象が一致

し，意見がある関連種類は，関連が最も強い．次にコメント対

象が一致している種類である．コメント対象が一致している 2

つのコメントは同じ対象についてのコメントであるため，その

対象についての参考となるようなコメントであると考えられる．

最も関連が弱いのは無関連である．よって関連の強さは以下の

関係となる．

意見 >不定 >別観点 >無関連　 (13)

この関連の強さを用いて関連種類の関係付けを行う．本研究

の目的は，動画を介したコミュニケーションを活発化すること

である．コミュニケーションとは，互いに意見を交換しあうこ

とである．それを活発化させるために，ユーザにコメントト

ピックを一致させ，意見の交換を促すことが必要である．

よって，関連の弱い関連種類には，コメントトピックの一致，

そのコメントトピックに対しての意見交換への誘導のために，

関連の強い種類を関係付け，意見を持たないユーザに意見の強

いコメントを提示する．関連の強い関連種類には，同じレベル

の関連の強い種類を関係付け，自身とは観点を持つ意見のコメ

ントを提示することでコミュニケーションの活発化を図る．関

連の強い関連種類に対して，関連の弱い関連種類を関係付ける

パターンも考えられるが，これはコメントトピックを分散させ

ることになるので，本研究では行わない．また，無関連につい

ては，他のコメントとの関連がないので，関係付けは行わない．

4. 2 コメント間の関連種類への関係付け

関連種類を用いて，関係の強いコメント同士を判定する．関

係付けには 2種類ある．あるコメントに対して，意見を持たせ

るために，関連の弱いコメントに対し，意見を持った関連の強

いコメントを関係付ける関係付け，コメントに対しての観点を

広げるために，意見を持った関連の強いコメントに，同じく関

連の強い，別の意見を関係付けである．この 2種類の関係付け

について以下で述べる．

• 関連の弱いコメント関連種類への関係付け

あるコメントに対して，意見がなく，関連の弱い種類に当た

るコメントに対し，観点は近いが意見を持った種類を関係付け



ることで，コメントトピックへの興味を引き，意見を持たせる

ことができる．表 3にその関係付けを示す．

コメント間に時点一致がない関連種類には，時点が完全一致

し，領域が同じ関係である意見のある関連種類を関係付ける．

これにより，同じ観点であるが，自身より意見を持ったコメン

トをユーザに視聴させることで，関連の強いコメント付けへ誘

導できると考える．また，領域の一致がない関連種類には，時

点が 2点一致し，領域が一致している関連種類を関係付ける．

これにより，コメントトピックも，コメント対象も一致した意

見を視聴させることで，そのトピックに対して関連の強いコメ

ント付けへ誘導できる．

表 3 関連の弱い関連種類への関係付け

対象の関連種類　 関係付ける関連種類

別観点 (corresponded，insided by) 不定 (equal，disjoint)

別観点 (overlaps，contain) 意見 (equal，contain)

別観点 (overlaps，insided by) 意見 (equal，insided by)

不定 (equal，disjoint) 意見 (equal，equal)

• 関連が強い関連種類の関係付け

あるコメントに対して，意見があり，関連の強い種類に当た

るコメントに対し，観点が違う意見の種類を関係付けることで，

意見を衝突させ，そのトピックに対する意見の交換を活発化さ

せることができる．表 4にその関係付けを示す．

意見にあたる関連種類には，同じく意見にあたる関連種類を

関係付ける．時点一致があり，領域が XcontainAである意見

には，時間の長さ，包含関係が逆になっている意見を関係付け

る．領域が XequalAの場合は，時間の長さが逆で，領域が同

じく XequalAである種類のコメントを関連付ける．時区間が

XmeetsAである場合は，時区間の時点一致がある意見の種類

を関係付ける．

5. 関連コメントの提示

5. 1 関連コメント決定方式

提案システムでは，ユーザのコメントの視聴時，書き込み時

にそれぞれ関連コメントを強調することでコミュニケーション

の活発化を支援する．それぞれの提示コメントの決定の手法に

ついて述べる．本研究では，あるコメントに対して，そのコメ

ント間の関連の強い 2種類のコメントを関係付けることで関

連コメントを抽出する．この抽出の手法を利用し，提案システ

ムでは，ユーザが入力したコメントに対する関連コメントを提

示することで，動画共有におけるコミュニケーションの支援を

行う．

ユーザの入力には，ユーザが選択したコメント (以下，user

selectedコメント)とユーザが書き込んだコメント（以下，user

コメント）の 2種類がある．まず，それぞれの入力コメント

に，直接関連のある他ユーザのコメント（以下，referredコメ

ント)を抽出する．referredコメントは，user selectedコメント

や userコメントに，コメントトピックを参照されたコメントと

いうことになる．その referredコメントと user selectedコメン

トや userコメント間の関連種類と，関係付けられた種類に当た

表 4 関連の強い関連種類への関係付け
対象の関連種類 関係付ける関連種類

意見 (corresponds，contain)

意見 (meets，contain) 意見 (corresponded，contain)

　 意見 (equal，equal)

意見 (corresponds，insided by)

意見 (meets，insided by) 意見 (corresponded，insided by)

　 意見 (meets，equal)

意見 (corresponds，equal)

意見 (meets，equal) 意見 (corresponded，equal)

　 意見 (equal，equal)

意見 (corresponded，contain)

意見 (corresponded，insided by) 意見 (corresponds，insided by)

　 意見 (corresponds，contain)

意見 (corresponds，contain)

意見 (corresponded，contain) 意見 (corresponded，insided by)

　 意見 (corresponds，insided by)

意見 (corresponded，contain)

意見 (corresponds，contain) 意見 (corresponds，insided by)

　 意見 (corresponded，insided by)

意見 (corresponded，insided by)

意見 (corresponds，insided by) 意見 (corresponds，contain)

　 意見 (corresponded，contain)

意見 (overlaps，equal) 意見 (equal，equal)

意見 (corresponded，equal) 意見 (corresponds，equal)

意見 (equal，equal) 意見 (equal，equal)

るコメント (以下，relatedコメント)を抽出し，referredコメン

ト，relatedコメントを関連コメントとして決定する．

5. 2 書き込み時の提示コメントの決定

ユーザがコメントを書き込む際は，ユーザが書き込んだ user

コメントから referredコメントを抽出し，userコメントと関係

付けられた関連種類の relatedコメントを抽出する．よって提示

するコメントは以下である．

• userコメント

ユーザが書き込んだコメント

• referredコメント

ユーザが注目したであろうコメントトピックに当たるコ

メント

• relatedコメント

ユーザと観点が類似したトピックに対しての関連が強い

コメント

コメントを書き込んだユーザと同じコメントトピックに注目

し，観点が類似した意見を持つ他ユーザのコメントを関係付け，

共に提示することで，ユーザに対して，コメントトピックへの

意見の交換を促す．提示コメント決定の手順は，

1. referredコメントの抽出

他のコメントに対する userコメントの関連種類を判定

し，関連のある種類に当たるコメントを referredコメン

トと決定する．

2. relatedコメントの決定

referredコメントと判定されたコメントと関連のあるコ

メントを判定し，referredコメントに対する userコメン



トの関連種類と関係付けられている種類に当たるコメン

トを relatedコメントと決定する．

3. 提示コメントの決定

関係付けられた userコメント，referredコメント，related

コメントを組とし，提示コメントと決定する．

図 4に例を示す．まず，userコメントと他のコメントとのコメ

ント関連種類を判定する．その中で，コメント間に関連のある

種類，この場合，userコメントとの関連が別観点と判定された

コメントを referredコメントとする．さらに，referredコメント

とその他のコメントとの関連種類を判定する．userコメントと

referredコメント間の関連種類と関係付けられた種類が当ては

まるコメント，この場合，別観点と意見が関係付けに当てはま

るので，太枠の referredコメントと relatedコメントが提示コメ

ントと決定される．

user コメント

relatedコメント

無関連(distance,contains)別観点(overlaps,contains)

意見(equal,equal)

referredコメントOK

無関連(distance,equal)

図 4 書き込み時の提示コメント決定

5. 3 視聴時の提示コメントの決定

提案システムでは，動画のコメント視聴時には，ユーザが興

味を持ったコメントを選択し，その選択されたコメントから

referredコメント，relatedコメントを抽出する．この支援によ

り，興味のあるコメントから，コメントトピックを発見させ，

書き込みへの誘導を行う．視聴時の提示コメントは以下である．

• user selectedコメント

ユーザが選択したコメント

• referredコメント

user selectedコメントのコメントトピックに当たるコメ

ント

• relatedコメント

コメントトピックに対する関連が強いコメント

コメントは複数選択でき，共通の referredコメント，または

共通の relatedコメントを抽出することで提示コメントの決定を

行う．なお，単数の場合は，共通の referredコメントを抽出す

ることによる決定と同じ方式で行う．ただし，共通の referred

を抽出することが出来ないため，全ての referredコメントを共

通の referredコメントとみなして処理する．

5. 3. 1 共通の referredコメントによる決定

user selectedコメントが複数であった場合，ユーザは，その

複数のコメントトピックまたはコメント対象に興味を持った

ということである．よって，選ばれた複数の selectedコメント

のコメントトピックになりうる共通の referredコメントを抽出

し，そのコメントトピックに関連の強い relatedコメントを提示

する．

その関連コメントの抽出手法は以下である．複数の selected

コメントを selectedコメント 1，selectedコメント 2とする．

1. 共通 referredコメントの決定

selectedコメント 1と selectedコメント 2のそれぞれの

referredコメントを抽出し，selectedコメント 1，2のど

ちらの referenceにも当てはまるコメントを共通 referred

コメントと決定する．

2. relatedコメントの決定

selectedコメント 1，2の共通 referredコメントに対する

selectedコメント 1の関連種類と関係付けられている種

類のコメント，selectedコメント 2の関連種類と関係付

けられている種類のコメントを抽出し，relatedコメント

に決定する．

3. 提示コメントの決定

selectedコメント 1，2，その共通 relatedコメント，related

コメントを提示コメントと決定する．

selectedコメント 1，2の共通のコメントトピックにあたる

referredコメントを，関連の強い relatedコメントと共に強調す

ることでコメントトピックへの興味を持たせ，書き込みへの誘

導になる．

図 5に例を示す．複数の selectedコメントから，それぞれ re-

ferredコメントを判定し，その中で，どちらもの共通の referred

コメントを共通 referredとして決定する．その決定された共通

referredコメントから，それぞれの selectedコメントとの関連

種類と関係付けられた relatedコメントを抽出する．この場合，

複数の selectedコメントに対して，意見 (corresponds,equal)，意

見 (meets, equal)がそれぞれ当てはまるコメントを共通 referred

コメントとし，それぞれの意見と関係付けられた同じく意見が

当てはまるコメントを relatedコメントとして，この太枠の共通

referredコメントと，relatedコメントを提示コメントとして決

定する．

user selectedコメント

relatedコメント

OK
referredコメント

意見(corresponds,equal)

意見(corresponds,equal) 意見(meets, equal)

意見(equal, equal)

OK

図 5 視聴時の提示コメント決定 (共通 referredコメントの抽出)

5. 3. 2 共通の relatedコメントによる決定

共通の referredコメントが抽出されなかった場合は以下の手

順で共通の relatedコメントを抽出する．共通の referredコメン

トが見つからない場合としては，selectedコメント間の時区間

の時間距離が大きい，領域が大きく離れている場合が考えられ

る．その際に，複数の selectedコメントに対して，共通のコメ

ント対象を含み，コメントトピックへの関連の強い relatedコメ

ントを出すことによって，離れた selectedコメントをつなぐよ



うなコメントトピックを持つ referredコメントが抽出される．

その抽出方法は以下に示す．

1. referredコメントの決定

selectedコメント 1と selectedコメント 2のそれぞれの

referredコメントを抽出する．

2. 共通 relatedコメントの決定

selectedコメント 1と selectedコメント 2のそれぞれの

relatedを抽出する．その中で，selected1と selected2の

共通の relatedコメントを共通 relatedコメントとする．

3. 提示コメントの決定

selectedコメント 1，selectedコメント 2，その共通 related

コメント，referredコメントを提示コメントとして決定

する．

共通の relatedコメントにより，対象や時区間が離れた selected

コメント 1，selectedコメント 2をつなぐコメントトピックに

なる referredコメントを抽出することが出来，それを強調する

ことで，それぞれのコメントトピックに対してユーザに興味を

持たせることができる．

図 6に例を示す．複数の selectedコメントからそれぞれの

referredコメントを抽出する．さらにそれぞれの referredコメン

トから relatedコメントを抽出し，複数の selectedコメントの共

通の relatedコメントを共通 relatedコメントに決定する．この

場合，それぞれの selectedコメントから意見 (equal,equal)，意

見 (correspons,contain)と判定された 2つの referredコメントと

それらと関係付けられた relatedコメントが selectedコメントの

共通のものであるので太枠の referred，relatedコメントを提示

コメントとして決定する．

user selectedコメント

relatedコメント

OK
referredコメント

意見(equal,equal)

OK

意見(equal,equal) 意見(correspons,contain)

別観点(overlaps,contains)意見(correspons,contain)

図 6 視聴時の提示コメント決定 (共通 relatedコメントの抽出)

6. 評 価

6. 1 プロトタイプシステム

VisualC# .NETを用いてプロトタイプの構築を行った．プロ

トタイプシステムは，映像表示部，提示データ生成部，データ

ベースにより構成する．図 7はプロトタイプシステムの画面イ

メージである．

ユーザインタフェースはコメント記入時には，映像上の任意

の点のクリックや制御ボタンを選択することにより，領域が指

定できる．ユーザは，映像表示部でコメントの書き込み時の領

域指定，視聴時のコメント選択を行うことができる．

プロトタイプシステムはユーザがシステムを起動することに

より，映像表示部での映像の再生が始まる．ユーザがコメント

の書き込みや，コメントの選択を行うとその時区間と領域の情

報により，提示データ生成部においてデータベースのコメント

ログとの関連判定によって提示コメントが決定される．その決

定された提示コメントを映像表示部で表示する．

図 7 プロトタイプシステムの画面イメージ

6. 2 評 価 実 験

定義した関連種類の適合性を評価するため実験を行った．被

験者は大学生の男女 4人である．実験に使用したビデオとコメ

ントのデータはニコニコ動画 [4] の「クープランの墓（千代崎

中）」を利用した．これは合奏のビデオである．ニコニコ動画で

は表示開始時間の指定しか出来ないため，そのコメントにユー

ザによって表示終了時間と画面領域を指定した．被験者はこの

ビデオに付与された 145個のコメントを視聴し，そのコメント

間の関連について判定した．関連種類については，被験者はま

ず，コメント間の関連の有無を判定した．さらにどのような関

連か自由記述し，その後に意見，別観点，無関連の種類を当て

はめた．評価ではランダムにコメントの組を選択し，システム

の解を用いて評価値を算出した．関連の有無についての被験者

別の実験結果を表 5に示す．

表 5 関連の有無の適合性

被験者 適合率

A 20.6%

B 24.1%

C 48.2%

D 74.1%

次に，関連種類についての適合性を示す．表 7は不定を除い

て算出した関連種類別の適合率と再現率である．

本研究では，システムが関連があるということは判定できる

が，意見か別観点かは判定できない不定を定義している．その

不定によって，抽出された解を含めた結果が表 6である．下線

が，システムと被験者の解が一致した数である．表 8は不定を

含んで算出した関連種類別の適合率と再現率である．

6. 3 考 察

コメント間の関連の有無の適合性では，被験者によってその

適合率，再現率にばらつきが見られた．これは，動画は見る人

によって観点が違うためだと考えられる．コミュニティなど，観



表 6 コメント間の関連種類の評価

システム算出

意見 別観点 無 不定

正 意見 60 16 0 20

解 別観点 20 64 40 36

無 68 60 244 104

表 7 不定を除いた関連種類の評価（適合率・再現率）

意見 別観点 無

適合率 40.5% 45.7% 85.9%

再現率 62.5% 51.6% 51.3%

表 8 不定を含む関連種類の評価（適合率・再現率）

意見 別観点 無 不定

適合率 47.6% 56.8% 85.9% 35.0%

再現率 83.3% 62.5% 51.3% -

点の似通った集団での共有では，ばらつきが落ち着くと考える．

本研究では，不定というコメント間の関連種類を定義した．

不定とは，コメントトピック，コメント対象のいずれか，また

は両方が一致するものである．不定を用いない手法であれば，

これらの意見・別観点は無関連と判定されユーザに提示される

ことはなかった．しかしながら，これらを定義することで，全

コメント中で，関連があると判定されるコメントの数が増加す

るため，有効な視聴支援が可能になると考えられる．

評価実験でも実際に，不定を除いた場合は 45.7%であった別

観点の適合率が，不定を含むことによって 56.8%になる．しか

し，不定自体の適合率が 35.0%と低いため，その定義を見直す

必要がある．

7. お わ り に

本稿では，ユーザコメントの時区間と画面指定領域の関係を

利用した関連種類の判定，その種類の関係付けと，それを用い

た関連コメントの抽出による動画上でのコミュニケーション支

援について提案した．時区間と画面指定領域から，コンテンツ

トピック，コメントトピック，コメント対象の一致，意見の有

無を判定する．それから関連種類を判定し，その関連の強さに

よって，観点が広がり，意見の交換が活発化されるような関連

コメントを抽出し，支援を行う．

評価実験では，関連種類についての適合性を検証した．その

結果，被験者によって，関連の有無の適合性はばらつきがあっ

た．関連種類の適合性では，本手法で定義した不定という関連

種類により，本来より関連があるとされるコメントが増加する

ことを確認した．今後の課題としては，より効果的なユーザイ

ンタフェース，また，マルチオーディオプレイヤーによる動画

視聴支援などが課題である．
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