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プレゼンテーションコンテンツのための
コンテキストと視聴時行為に基づく区間検索方式
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あらまし 近年，スライドなどの資料と，発表者を撮影したビデオを，同期させたプレゼンテーションコンテンツを

蓄積・視聴する環境が整ってきている．蓄積されたプレゼンテーションコンテンツは，e-Learningの場面などで利用

される．しかし，プレゼンテーションコンテンツの場合，視聴時にそのコンテンツのみでは理解できない内容が出て

きた際に，ユーザがその先のコンテンツを視聴し続けることに支障が出る場合がある．そのような場合，即時的に以

前の講義コンテンツの区間などを検索する必要がある．そこで，本稿ではプレゼンテーションコンテンツのコンテキ

ストとユーザの視聴時行為に基づく区間検索方式を提案する．本方式では，プレゼンテーションの視聴時において，

ユーザのシーン操作やキーワード指定により検索意図を抽出し，検索意図とコンテンツ中のキーワードの区間内にお

ける役割を用いて区間検索質問を生成する．これによりユーザは，視聴を中断すること無く，検索意図に合致した他

のコンテンツの区間を得ることができる．また，提案した方式に基づきプロトタイプを構築し考察を行う．
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Abstract Recently, more and more presentation contents, which consist of heterogeneous media, such as videos

and slides, have been recorded and viewed. In e-Learning scene, we often use presentation contents archives. How-

ever, if there is a slide including a keyword which users do not know, it is difficult for them to understand the

rest of the presentation contents. In this case, they must stop viewing it and look up the keyword. In this paper,

we propose an interval-retrieving method based on user’s viewing operations. By this method, we extract user’s

interval-retrieving intention using his/her viewing operations and selected keywords. And, we generate queries for

the intervals by user’s retrieving intention and a keyword role in the intervals. This method also enables the users

to obtain intervals that help them to understand presentation contents more efficiently without stopping viewing

presentation contents.
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1. は じ め に

近年，スライドなどの資料と，発表者を撮影したビデオを同

期させたプレゼンテーションコンテンツ (以降，単にコンテン

ツと記す) を蓄積・視聴する環境が整ってきている [11]．この

とき，プレゼンテーションデータを蓄積したアーカイブを検索

することで，視聴したいプレゼンテーションを抽出することが

期待されている．例えば，アーカイブ中の講義コンテンツを視

聴しているときに，前回の講義で詳細に述べられた内容が必要

になることがある．この場合，その内容が必要になった時に即

時的にコンテンツが得られなければ，続きのプレゼンテーショ

ンを理解することに支障をきたすと考えられる．単純にキー

ワード検索を行うことで，即時的な検索を行うことは可能であ

るが，検索結果中から求めるコンテンツを発見するために手間



がかかり，解決することができない場合がある．このように，

e-Learningなどの場面では，単純に検索が可能であるだけでは

不十分であり，現在視聴中のコンテンツのコンテキストに合致

した，特定のコンテンツの区間を検索する必要があると考えた．

すなわち，異種メディア統合コンテンツにおける区間のコンテ

キストを考慮した即時的な検索手法が必要となってきている．

我々は，コンテンツ中の一部である各区間には特定の役割が

あり，この特定の役割は，区間中におけるスライドやビデオと

いうそれぞれのメディアの変化を分析することで，判定するこ

とができると考えた．例えば，講演者が新商品のゲーム機器に

ついてプレゼンテーションを行うとする．「ゲーム機器の基本性

能」を説明しているシーンから「ゲーム機器の仕組み」を説明

しているシーンまでの区間である場合，この区間は “ゲーム機

器”というキーワードに関して，詳細に説明を行っていく役割

を持った区間であると考えられる．一方，「ゲーム機器の基本性

能」を説明しているシーンから「製品の一覧」を説明するシー

ンまでの区間であれば，“ゲーム機器”というキーワードに関し

て一般的に説明を行っていく役割を持った区間であると考えら

れる．このように，同じキーワードであっても，その区間ごと

にその役割が異なる．このとき，詳細な内容を説明していく役

割の区間であれば，区間中で時系列に沿ってスライドの内容が

詳細化し，ビデオでは詳細化した内容についてより多く説明し

ているということが考えられる．そこで我々は，コンテンツの

区間における特定の意味的役割 (以降，コンテキストと記す)を

各メディアの特性に基づいて解析し，視聴時のコンテキストの

判定，検索対象コンテンツのコンテキストの判定を行うことが

できると考えた．

一方，ユーザの検索意図に関して，同じシーンの同じキー

ワードに対する要求であっても，ユーザのコンテンツに対する

視聴時の操作順序によって，異なる要求になると考えた．例え

ば，同じ「ゲーム機器の基本性能」を説明しているシーンに出

現する “ゲーム機器”というキーワードであっても，ユーザが

そのシーンを視聴するまでに他のシーンで “ゲーム機器”に関

する説明を見た上で検索意図を発した場合では，「より詳しく知

りたい」という要求であることが考えられる．しかし，“ゲー

ム機器”がこれまでに見たシーンに含まれず，視聴中のシーン

にはじめて出現した場合では，「ここで出現した “ゲーム機器”

とは何か」という要求であることが考えられる．このように，

ユーザの視聴操作と視聴したシーンに出現するキーワードを解

析することで，ユーザの検索意図を抽出することが可能である

と考えた．

本研究では，プレゼンテーション視聴をする際に，コンテン

ツを再生中のユーザの視聴操作に基づき，プレゼンテーション

アーカイブから，検索意図に合致したコンテンツの区間を検索

する方式を提案する．本方式は以下の 3つのステップからなる．

まず，ユーザの視聴時行為と視聴したシーンに含まれるキー

ワードからユーザの検索意図の抽出を行う．次に，コンテンツ

中での検索意図に合致したキーワードがどのような役割の区間

で用いられているのかを解析し，ユーザの視聴コンテンツのコ

ンテキストを判定する．最後に，検索意図とコンテキストから
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Fig. 1 Concept of interval retrieving using user’s operation

区間検索質問を生成し，プレゼンテーションアーカイブに対し

て検索を行う．このことにより，ユーザはコンテンツに対し通

常通りの視聴をするだけで，検索意図に合致した区間を検索し，

視聴を中断することなく情報を取得することが可能となる．

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，プレゼンテーションコンテンツのメタデータとコンテ

キストの種類ついて説明する．4節では，視聴時行為からの検

索意図抽出について述べ，5節では，区間検索質問の生成につ

いて説明する．6節で，プロトタイプシステムおよびコンテキ

スト判定例，区間検索質問生成例について述べ，その考察を述

べる．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 研究の概要

ユーザがプレゼンテーションコンテンツを視聴する際，視聴

しながら，様々な要求が発生することがある．例えば，講義コ

ンテンツの場合，知りたいキーワードで検索したコンテンツを

視聴していたとしても，前回分の講義で詳しく説明したことを

前提にコンテンツが構成されているといったことがある．この

場合，視聴時に，あるキーワードについて詳細に説明している

前回のコンテンツの区間を視聴したいという要求が発生する．

このように，視聴中に発生する要求は，視聴中のコンテンツの

みで満たすことは困難な場合があり，適切に他のコンテンツか

ら該当区間を検索する必要がある．なお，本稿では，区間を同

一キーワードが出現する範囲とする．

本研究では，視聴時に発生する検索意図を，ユーザがコンテ

ンツ視聴時に行う操作の列から解析し，区間検索質問を生成し

て，検索結果を提示する方式を提案する．図 1は，本手法の概

念図である．本手法の特徴は以下の 3つである．

プレゼンテーションのコンテキスト判定 コンテンツには，

様々な役割を持った区間が存在すると考えた．例えば，一つの

コンテンツ中における同じ “ゲーム” というキーワードであっ

ても，“ゲーム”について詳細に説明している区間や，“ゲーム”

にまつわるエピソードを付加的に述べている区間ということが

考えられる．このような区間の役割を，コンテキストと呼び，



発表スライドと発表者の説明ビデオという 2つのメディアの特

性を用いて判定を行う．コンテキストとしては多数の種類を考

えることができるが，本稿では，一般的に考えられる詳細化区

間，汎化区間，具体化区間，付加区間の 4種類を定義し，質問

生成時のキーワード抽出や，検索時のメタデータとして用いる．

視聴時行為に基づくユーザの意図抽出 ユーザは，このコンテ

ンツに対して，映像として順次視聴を行ったり，シーン単位で

視聴したり，スライドとして，手軽に閲覧したりといった操作

を行う．また，気になったキーワードを選択して，明示的に検

索意図を発したりする場合も考えられる．このような，視聴時

行為の列と視聴した区間中に出現しているキーワードを用いる

ことで，ユーザの検索意図を解析することができると考えた．

例えば，コンテンツをシーン順序に従って順次視聴していて，

今まで出現していないキーワードを選択した場合であれば，知

らないキーワードなので，どのようなものかを知りたいという

要求であると考えられる．また，スライドを閲覧していて，以

前に閲覧したスライドを見直したのであれば，今まで見たスラ

イドをまとめて説明して欲しいという要求であると考えられる．

視聴操作列を解析して得られる，ユーザの検索意図は無数にあ

ると考えられるが，本稿では，新出語検索，詳細検索，概要検

索，具体検索，比較検索の 5種類を定義し，キーワード抽出基

準や質問生成の基準として用いる．

コンテキストとユーザ意図を用いた区間検索質問の生成 ユー

ザの要求に合った区間を適切に検索するために，解析したユー

ザの検索意図に基づき，検索質問を生成する．視聴時のコン

テキストを考慮した検索質問を生成するために，検索に用い

るキーワードの順序関係を考慮した質問を生成する．例えば，

ユーザが “ゲーム” に関する区間を視聴した後に “コントロー

ラ”を選択した時に検索意図が発生したのであれば，“ゲーム”

の後に説明される “コントローラ”という区間を検索するのが

望ましい．この時，単純にコンテンツ中で出現するすべての

“ゲーム”というキーワードが “コントローラ”より前に出現し

ているという条件では，検索可能な区間が極端に少なくなると

考えられる．一方，ある区間において “ゲーム”というキーワー

ドが “コントローラ”より前に出現しているだけでは，プレゼ

ンテーションのコンテキスト上の順序関係であるとは言えず，

不必要な区間が検索結果として提示されることとなる．そのた

め，プレゼンテーションのコンテキストにおける順序関係の判

定を行い検索結果の提示を行う．

2. 2 関 連 研 究

映像の区間抽出に関する研究として Pradhanら，Smithらの

研究があげられる．Pradhanら [10]は，ビデオ区間集合から新

しいビデオ区間を生成するグルー結合を提案している．Smith

ら [13]は映像解析や音声処理などによりシーンの特徴を検出す

ることで，実際の映像から区間抽出を行う手法を提案している．

これらの手法は，映像という単一メディアを対象としたもので

あり，本手法で扱う複数メディアからなるコンテンツの区間検

索とは対象が異なる．

スライド情報を用いたコンテンツに関する研究として，村木

ら，小林ら，中野ら，戈らの研究があげられる．小林ら [21]は，
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図 2 プレゼンテーションコンテンツの構造

Fig. 2 Presentation content

資料と映像の疎結合するために，メタデータの抽出方法と格納

方法を提案している．村木ら [18]は，スライドと映像の同期情

報やキーワードの適合性から新しいメタデータの生成手法を提

案している．中野ら [8]は，音声情報やポインタ照射情報を用

いた手法を提案している．戈ら [17]は，プレゼンテーション中

だけでなく質疑応答のシーンを用いたアーカイブコンテンツの

作成方式を提案している．北山ら [19]は，プレゼンテーション

コンテンツのスライドとビデオといった異種のメタデータを用

いて，シーン間の関係を導き出すことで，視聴に最適な区間を

抽出する手法を提案している．しかしながら，これらの研究で

は，ユーザのコンテンツ視聴時における検索意図，および，コ

ンテンツの連続する区間における役割を考慮していない．

あるコンテンツから検索質問を生成する研究としてHenzinger

ら [3] や馬ら [16] の研究があげられる．Henzinger らはニュー

ス映像から自動的に質問を生成し，その内容に類似したWeb

ページを検索する手法を提案している．馬らはテレビ番組から

自動的に，内容を幅広くカバーするための質問や掘り下げるた

めの質問など，数種類の質問を生成しテレビ番組の内容を補完

できるWebページを検索する手法を提案している．本研究は，

コンテンツが与えられた時に，全自動で質問を生成するのでは

なく，ユーザの視聴時行為の解析を行い，半自動的に質問を生

成し，よりユーザの検索目的に合致させるという点で手法が異

なる．

ユーザの意図抽出に関して，様々な研究が行われている．具

体的には，マウス・視線追尾による抽出 [2], [9]，Web閲覧履歴

による抽出 [7], [14]，地図操作による抽出 [4], [15]などがあげら

れる．本研究では，テキストコンテンツと映像コンテンツを統

合した，時系列的に情報が変化するコンテンツに対する操作か

ら意図を抽出するため，対象が異なる．

3. プレゼンテーションのコンテキスト

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．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
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Fig. 3 Decision of prezentation context

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，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中の平

均階層にあるとして扱う．

図 2に本稿で扱うコンテンツの構造を示す．

3. 2 プレゼンテーションのコンテキスト判定

本稿では，コンテンツの区間を，スライド中もしくはビデオ

中に出現する同一のキーワードが出現する範囲と定義する．例

えば，プレゼンテーション中のシーン 3，6，8にキーワード k1

が出現するとする．この場合では，k1の区間は，3から 6，6か

ら 8，3から 8の 3つの区間となる．この区間生成は，スライ

ドやビデオといった出現メディアの違いに関わらず行う．すな

わち，シーン 3のスライドに出現する k1 と，シーン 6のビデ

オに出現する k1 によって，3から 6という区間を生成すること

もある．この時，そのキーワードによる区間は，そのキーワー

ドに付いて特定の役割を持つ区間となる場合があると考えられ

る．特定の役割とは，キーワードについて「詳細に述べられて

いく過程の区間」や，「具体的に述べられていく過程の区間」と

いったものである．この特定の役割をコンテキストと呼ぶ．

キーワード k の開始点 s，終了点 eの場合のコンテキストの

判定は，以下の 3つの基準を算出することで行う．

level(k, s, e) =

e−s∑
i=s

e−s∑
j=s

up(k, i, j)−down(k, i, j) (1)

dispersion(k, s, e) =

∑c(k,s,e)

i=1
(pos(k, s, e)−pos(k, i))2

c(k, s, e)
(2)

pos(k, s, e) =

∑c(k,s,e)

i=1
pos(k, i)

c(k, s, e)
(3)

式中の up(k, i, j)は，i番目のシーンのスライドにおける k の

階層が j 番目のシーンのスライドで何階層上昇したのかを算出

する関数である．同様に，down(k, i, j)は，下降した階層数を

算出する関数である．level(k, s, e)によって，キーワード k が

区間全体を通して，スライド中の階層が上昇したのか，下降し

たのかを算出する．負数であれば下降，正数であれば上昇，0

の場合には，区間を通した変動が見られなかったことを表す．

pos(k, i)は，区間中に含まれるキーワード kのうち i番目が出

現するシーン番号を返す関数であり，c(k, s, e)は，区間中に含ま

れるキーワード kの個数を返す関数である．dispersion(k, s, e)

により，キーワード k が区間全体を通して，ビデオ中でどこか

に偏って出現して度合いを算出する．このとき，閾値 αよりも

値が小さい場合に偏りがあるものと判定する．pos(k, s, e)は，

キーワード k の平均出現位置である．

本稿では，プレゼンテーションのコンテキストとして 4種類

を定義し，以下のように判定する．

詳細化区間 キーワードを含む区間の始めのシーンに対して，

時間軸に沿って詳しくなっていく区間．用いているス

ライドが，より特化した内容となり，かつ特化した内

容に関して，講演者が述べる量が多くなる．すなわち，

level(k, s, e) が正数であり，dispersion(k, s, e) が α よ

りも小さく，かつ pos(k, s, e)が，区間の中心よりも後ろ

となる場合に詳細化区間と判定する．

汎化区間 キーワードを含む区間の始めのシーンに対して，時

間軸に沿って概略の内容となっていく区間．用いているス

ライドが，より一般化した内容となり，かつ区間の前半

よりもキーワードに関して講演者の説明が減少する．す

なわち，level(k, s, e)が負数であり，dispersion(k, s, e)

が α よりも小さく，かつ pos(k, s, e)が，区間の中心よ

りも前となる場合に汎化区間と判定する．

具体化区間 キーワードを含む区間の始めのシーンに対し

て，時間軸に沿って具体例を用いて説明していく区間．

用いているスライドのテーマは変化しないが，その説

明内容が変化するため，区間の前半部において，講演

者の説明が多い．すなわち，level(k, s, e) が 0 であり，

dispersion(k, s, e)が αよりも小さく，かつ pos(k, s, e)

が，区間の中心よりも前となる場合に具体化区間と判定

する．

付加区間 キーワードを含む区間の始めのシーンに対して，プ

レゼンの本筋に関係ないテーマで説明を加えている区間．

前のシーンで述べた内容との関係性を口頭で説明してい

る場合や，他のシーンで述べた内容を引き合いに余談を

述べている場合が相当し，説明の付加によって，そのキー

ワードに関しての理解の助けになると考えられるシーン

である．用いているスライドが，より一般化した内容に



なり，かつ後半で特に講演者が説明の量を増加させる．す

なわち，level(k, s, e)が負数であり，dispersion(k, s, e)

が α よりも小さく，かつ pos(k, s, e)が，区間の中心よ

りも後となる場合に付加区間と判定する．

コンテキストの判定例を図 3に示す．図中の detail(k)は詳

細化区間，generalized(k)は汎化区間，instance(k)は具体化

区間，additional(k)は付加区間である．no-type(k)はコンテ

キストを持たない区間であることを示している．

4. 視聴時行為に基づくユーザの意図抽出

4. 1 視聴時行為の種類

ユーザが視聴中のコンテンツに対して行える操作には，いく

つかの操作が考えられる．本稿では，順送り (m)，シーン選択

(k)，スライド閲覧 (l)，キーワード指定 (e)の 4種類を定義し，

以下に説明する．

順送り (m) 通常のプレゼンテーション視聴を行う操作であ

る．スライドとビデオを視聴し，シーンを視聴し終えた

ため，発表順序における次のシーンへ移動する操作で

ある．

シーン指定 (k) 指定したシーンへ移動する操作である．スラ

イドとビデオを視聴し，シーンを視聴し終えたため，次

の視聴したいシーンを指定し，移動する操作である．

スライド閲覧 (l) 視聴中のシーンを中断して，別のシーンへ

移動する操作である．スライドに関しては，閲覧してい

るが，ビデオに関しては不完全な状態で他の興味のある

シーンへ移動する操作である．

キーワード選択 (e) スライドに出現している，興味のある

キーワードを選択する操作である．明示的な意図を持っ

て，知りたいキーワードについて指定する場合の操作で

ある．この操作は，ユーザが興味を失った時点で明示的

に取り消すことが可能である．

4. 2 視聴操作列に基づくユーザの意図抽出

ユーザがコンテンツを視聴する際，ある程度の決まった手順

が存在し，意図を持った操作単位を抽出可能であると考えた．

視聴時行為には，順送り (m)，シーン選択 (k)，スライド閲覧

(l)，キーワード指定 (e)の種類があり，この意図を持った最小

単位は，4操作の組み合わせによって表現される．我々は，意

図を持った単位を視聴操作列と呼び，新出語検索，詳細検索，

具体検索，概要検索，比較検索の 5種類を定義する．

新出語検索：[mkl]*e この視聴操作列中で，eが [mkl]*中で

区間を作らない場合に行う検索．この場合，ユーザには，

初めて出現した選択キーワード ke がどのようなものな

のか知りたいという意図があると考えられる．

詳細検索：[mk]+e [mk]+ で視聴した区間で選択キーワード

ke がキーワード区間を生成する場合に行う検索．指定し

たキーワードに関して，何らかの役割を持つ区間を視聴

した上でキーワード選択を行っているため，ユーザには，

キーワード ke についてもっと詳細に知りたいという意

図があると考えられる．

具体検索：m+k+ m+ で視聴した区間内のシーンを k+ で再

度視聴したときに行う検索．再生順にしたがって視聴し

ていた区間に対して，再度見直しを行おうとしている．

そのため，ユーザには，視聴区間の内容を具体的に知り

たいという意図があると考えられる．

概要検索：[kl]+ [kl]+ で視聴していた区間内のシーンに対し

て，再度視聴したときに行う検索．任意に選択していた

シーンに対し，再度選択を行っている．この場合，ユー

ザには離散的に視聴していたシーン群をまとめた説明を

見たいという意図があると考えられる．

比較検索：m*e(m*k+m*e)+ 通常視聴中に気になったキー

ワード ke
1 の選択を行い，再度，視聴を行っていたm*区

間に戻り，別のキーワード ke
2 の選択を行った場合に行

う検索．この時，ユーザには，選択したキーワード間の

関係を知りたいという意図があると考えられる．

視聴操作列は，正規表現によって記述する．ここで，アスタリ

スク (*)は閉包の意味で用い，その操作が 0回以上続くことを

表している．正記号 (+)は正閉包の意味で用い，その操作が 1

回以上続くことを表している．[· · ·] はカッコ内のいずれかとい
う意味である．

5. コンテキストとユーザ意図を用いた区間検索

5. 1 キーワードの順序関係の判定

区間検索を行う際に，コンテンツにおけるキーワードの順序

関係を考慮することで，効果的な区間検索が行えると考えた．

例えば，他のコンテンツ中において，視聴していた区間に含ま

れるキーワードとその役割を満たす区間があるとすれば，その

区間の後に出現する区間は，元の視聴コンテンツのコンテキス

トに近いキーワードの使われ方である可能性が高い．この時，

キーワードの順序関係としては，コンテンツ内におけるすべて

のキーワード k1 がすべてのキーワード k2 よりも前のシーンに

出現するなど，明らかな順序関係がある場合ばかりではない．

k1 について説明しながら，k2 も用いている場合が一般的なパ

ターンであると考えられる．

本稿では，講演者の発表ビデオ中で出現するキーワードの順

序関係が，コンテンツ全体の流れを表現していると考えた．そ

のため，キーワードの順序関係の判定は，発表ビデオ中から 2

つのキーワードを抽出し，2キーワード間の順序を判定するこ

とで行う．判定は以下の式を用いて行う．

order(A, B) =


A ≺ B (count(a≺b)>count(a≻b))

A ◦ B (count(a≺b)=count(a≻b))

A ≻ B (count(a≺b)<count(a≻b))

(4)

式中の A，B はそれぞれキーワード aの集合，bの集合を現し

ている．関数 count(a ≺ b) により，記事中の個々のキーワー

ド a の後に出現するキーワード b の個数を算出する．関数

count(a ≻ b)は，逆にキーワード bの後に出現する aの個数を

算出する．この時，前後関係の判定はシーン単位で行い，同一

シーン中に出現しているキーワードの前後関係は判定しない．



tScene1 Scene2 Scene3 Scene4 Scene5

k1k1 k1

k2

k2

k2 k2
k2k3

k3
k3

k1 k1

k1

k3k4 k4
Scene6

k3
3:21 kk p
5:21 kk f

21 KK f

5:31 kk p

5:31 kk f
31 KK o

3:32 kk p
2:32 kk f32 KK p

図 4 順序関係判定

Fig. 4 Decision of order relation

すなわち，個々のキーワードにおける関係の総和で有意となる

順序関係を，キーワード間の関係とする．A ≺ B は Aと B の

順序が Aが先であることを表し，A ≻ B は B が先であること

を表す．また，A ◦ B は順序関係が同値であることを表してい

る．図 4は順序関係の判定例であり，ビデオ中に出現する 2つ

のキーワードによる構成区間を用いて順序関係の判定行う過程

を示した．例えば，k1 と k2 であれば，k1 ≺ k2 となる関係が

3回，k1 ≻ k2 となる関係が 5回出現しているため，コンテン

ツ中に出現する K1 と K2 の関係は K1 ≻ K2 に判定される．

5. 2 区間検索質問の生成

区間検索質問は，視聴操作列を組み合わせ，ユーザのプレ

ゼンテーション視聴の意図を反映して生成する．具体的には，

ユーザの検索意図とその意図を判定する視聴区間内に出現する

キーワードとそのコンテキストを用いて生成し，キーワードの

順序関係による制約を付与する．区間検索質問の特性を以下に

あげる．

• detail(k) によって，キーワード k による詳細化区間を

検索する．

• generalize(k)によって，k による汎化区間を検索する．

• instance(k)によって，k による具体化区間を検索する．

• additional(k)によって，k による付加区間を検索する．

• any(k)によって，k による区間を検索する

• extracted(k)によって，視聴操作によって抽出された k

と同じコンテキストとなる区間を検索する．ただし，区

間を構成しないキーワードであった場合，any(k) と同

じ検索とする．

• any(k1) ≺ any(k2)によって，k2 による区間より前に出

現する k1 の区間を検索する．

• any(k1) ≻ any(k2)によって，k2 による区間より後に出

現する k1 の区間を検索する．

• any(k1) ◦ any(k2)によって，k1 による区間と k2 の区間

が同値となる区間を検索する．

以下に，本稿で定義する区間検索質問について説明する．

新出語検索質問：[mkl]*e 新出語検索において，ユーザは

選択キーワードについてとにかく知りたいという要求を持っ

ていると考えられる．そのため，e操作における選択キーワー

ド ke についての付加区間 additional(ke)の検索を行う．また，

ユーザの視聴区間のコンテキストを用いることで，絞込みを行

うために，[mkl]∗ の操作中に区間を構成したキーワード kmkl

を含む区間 extracted(kmkl)を合せて検索する．最終的に区間

検索質問は以下のように生成する．

additional(ke) ∧ extracted(kmkl) (5)

詳細検索質問：[mk]+e 詳細検索において，ユーザは選択

キーワードについてもっと詳細に知りたいという意図があると

考えられる．そのため，e操作における選択キーワード ke につ

いての詳細化区間 detail(ke)の検索を行う．この時，視聴区間

のコンテキストを用いることで，絞込みを行う．[mk]+の操作中

に区間を構成したキーワード kmk を含む区間 extracted(kmk)

を用いて検索する．選択キーワード ke について，視聴したコ

ンテキストの中で詳細に知りたいという要求であるため，キー

ワード間に順序関係があるものと考えられる．最終的に区間検

索質問は以下のように生成する．

detail(ke) ≻ extracted(kmk) (6)

具体検索質問：m+k+ 具体検索において，ユーザは視聴

した区間を具体的に知りたいという要求があると考えられる．

そのため，k+操作によって戻って来たシーン中に含まれるキー

ワード kk についての具体化区間 instance(kk) の検索を行う．

この時，視聴区間のコンテキストによる絞込みとしては，m+

区間において，区間を構成するキーワード km を用いる．視聴

時の意図としては，一度通常の順序で見た上で，その先に求め

る具体的な内容が無かったため検索の要求となったものと考え

られるため，km による区間の後に kk による区間が出現する

ことが望ましい．そのため，区間検索質問は以下のように生成

する．

instance(kk) ≻ extracted(km) (7)

概要検索質問：[kl]+ 概要検索において，ユーザは視聴し

た区間をまとめた説明を得たいという意図があると考えられる．

そのため，検索意図検出時の [kl]によって移動したシーン中に

含まれる，区間を構成するキーワード kkl
m を抽出し，[kl]+ 操

作中に区間を構成したキーワード集合Kkl
n に関しての汎化区間

generalaize(kkl
n ) の後に出現する kkl

m による区間 any(kkl
m) を

検索することで，まとまった内容となった区間を検索する．す

なわち，複数の generalaize(kkl
n )を含み，かつその後に出現す

る kkl
m によって構成される区間を検索する．以上より，区間検

索質問は以下のように生成する．

any(kkl
m) ≺ (generalaize(kkl

n1) ∨ generalaize(kkl
n2)) (8)

比較検索質問：m*e(m*k+m*e)+ 比較検索において，

ユーザは，選択したキーワード間の関係を知りたいという

要求があると考えられる．そこで，一度目の e操作による選択
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Fig. 5 Screen image of prototype system

キーワード ke
1 による区間 any(ke

1)と二度目の e操作による選

択キーワード ke
2 による区間 any(ke

2) を検索する．このとき，

二つのキーワードの関係を知るためには，キーワードの順序関

係が同値であることが望ましい．そのため，以下のように区間

検索質問を生成する．

any(ke
1) ◦ any(ke

2) (9)

なお，三度以上選択されている場合は，すべての ke に対して

2語の組み合わせによる比較検索質問を OR条件で接続し，検

索を行う．

検索質問中で用いる質問キーワードは以下の優先度に基づい

て抽出する．

1. e操作により指定されたキーワード

2. [kl]操作で最後に到達したシーンに含まれるキーワード

3. m操作による視聴区間中において最大区間長となるキー

ワード

4. コンテキストを持たないキーワード

5. 区間を構成しないキーワード

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，視聴時行為解析部と区間検索部

により構成する．視聴時行為解析部では，ユーザの視聴時行

為の解析，および視聴した区間におけるキーワードのコンテ

キスト判定，区間検索質問の生成を行う．区間検索部では，ま

ず，区間検索質問に含まれるキーワードで，プレゼンテーショ

ンアーカイブの検索を行う．次に，得られた検索結果に対し，

質問キーワードのコンテキスト判定，および順序関係の判定

を行い，区間検索質問による検索結果のフィルタリングを行

い，ユーザに区間検索結果を提示する．これらはVisual Studio

2005 C# によって構築する．スライド，ビデオからの単語抽出

には SlothLib [12], [20] より呼び出した茶筌 [1], [6] による形態

素解析を用いて抽出する．プレゼンテーションアーカイブは，

Interstage Shunsaku Data Manager [5]によって構築し，イン

デクスは，コンテンツのスライドおよびビデオに出現するキー

ワードである．

図 5に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視聴操作領域と出力区間領域からなる．

視聴操作領域では，スライドと同期したビデオを視聴すること

ができる．視聴操作領域中には，キーワード指定リスト，指定

済みキーワードリスト，シーン選択リストがあり，キーワード

指定リストには，現在再生中のシーンに含まれるキーワードが

表示され，ユーザはそれらから注目したキーワードを指定する

ことができる．なお，本来はスライドを直接指定することで，

キーワード選択を行えることが望ましいが，本プロトタイプで

は，スライドが画像ファイルであるため，リストボックスでの

選択としている．指定済みキーワードリストでは，ユーザは，

興味を失ったキーワードをダブルクリックすることで，キャン

セルすることができる．シーン選択画面では，コンテンツ中の

各スライドのサムネイルが表示され，ユーザはサムネイルを選

択することで，シーンの移動を行う．この時，視聴中に何も操

作を行わなければ順送り操作，シーン選択を行った時にはシー

ン指定操作，シーンの時間長の半分未満でシーン選択を行った

場合は，スライド閲覧操作として取得する．キーワード指定を

行った場合は，再生状態に関わらず，キーワード選択操作とし

て取得する．

出力区間画面では，検索質問が発行された際の検索結果を表

示する．下部のテキストボックスにより，どの種類の検索がど

のようなクエリで検索されたのかを確認することができる．区

間検索結果は，区間開始シーン番号，終了シーン番号に区間開

始シーンのスライドを加えて表示する．検索結果のスライド

を指定することで，再生中のコンテンツを停止し，指定した区

間の再生を行う．区間の再生が終了するか，ユーザが検索元と

なったプレゼンテーションのスライドを指定することで，視聴

中のプレゼンテーションの続きを再生することが可能である．

6. 2 プレゼンテーションのコンテキスト判定例

実際のコンテンツに対して，キーワード出現区間の役割の判

定を行った．コンテンツは，「ブログ発信者の特徴を利用した話

題抽出手法」というタイトルの研究発表のプレゼンテーション

である（注1）．この発表の主題である “話題”というキーワードの

コンテキスト判定を行った結果を表 1に示す．表では，シーン

5 からシーン 10 までの結果を示している．スライドの部分の

数値は，スライド中に出現する階層の位置を表し，複数現れる

場合は，最も浅いものを示した．ビデオの部分の数値は，ビデ

オ中での発言数を示し，0となっている箇所では，“話題”とい

うキーワードを発言していないことを示している．

それぞれのシーンにおけるスライドのタイトルとその概要を

以下に示す．

• シーン 5「研究目的」：発表する手法の目的について述べ

ているシーン

• シーン 6「話題の定義」：話題というキーワードをどのよ

うに定義するかを述べているシーン

（注1）：日本データベース学会 DBSJ アーカイブ (http://www.dbsj.org/) か

ら取得したものを用いた．



表 1 プレゼンテーションのコンテキスト判定例： “話題”

Table 1 Example of presentation context: “wadai(topic)”

シーン番号 5 6 7 8 9 10

スライド ... 3 1 1 1 2 2 ...

ビデオ ... 1 3 0 1 0 0 ...

詳細化区間

汎化区間

汎化区間

具体化区間

具体化区間

• シーン 7「話題の定義」：話題の定義を図を用いて説明し

ているシーン

• シーン 8「話題の定義」：シーン 7 の続きを述べている

シーン

• シーン 9「提案手法概要」：提案手法のステップ 1を説明

しているシーン

• シーン 10「提案手法概要」：提案手法のステップ 2を説

明しているシーン

これらのシーンに出現する “話題”というキーワードに関する

コンテキスト判定結果を表 1に示した．判定された区間には該

当したコンテキスト名を記した．分散の閾値 αは平均的な出現

を示す値である 1.0に設定した．

シーン 5からシーン 6によって構成される区間は，level(話

題, 5, 6)が 2，dispersion(話題, 5, 6)が 0.19，pos(話題, 5, 6)が

5.75となり，詳細化区間となった．この区間は，目的から，詳

細な話題の定義へとプレゼンテーションが進行している区間で

あるため，適切に判定されていると考えられる．

シーン 6からシーン 8によって構成される区間は，level(話

題, 6, 8)が 0，dispersion(話題, 6, 8)が 0.75，pos(話題, 6, 8)が

6.5となり，具体化区間と判定された．この区間は，話題の定

義について具体的に図で説明している区間であり，適切に判定

されていると考えられる．

シーン 6 からシーン 10 によって構成される区間は，level(

話題, 6, 10) が −6，dispersion(話題, 6, 10) が 0.75，pos(話題

, 6, 10)が 6.5となり，汎化区間と判定された．この区間は，話

題の定義のシーンから，手法の概要へと一般的になっている区

間と見なすことも可能であるが，口頭による “話題”というキー

ワードについての説明がされていない．そのため，視聴時行為

のコンテキストとして用いる場合には適切であると考えられる

が，区間検索結果の出力としては適切ではないといえる．これ

らのことより，視聴時のコンテキストとしてのコンテキスト判

定と，区間検索を行う際のコンテキストには差異があることを

確認した．区間検索を行う際に，キーワードの出現傾向による

フィルタリングやランキング方式を考案していくことで差異の

吸収を行う必要があると考えられる．

6. 3 区間検索質問生成例

実際のコンテンツに対して，視聴時操作を行い，区間検索質

問の生成を行った．コンテンツは，コンテキストの判定例に用

いたデータを用いた．シーン番号 5から 10までのシーンに対

表 2 視聴時操作の例

Table 2 Example of user’s operation

操作順序 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

視聴時操作 l l l l m m e(話題) m e(ベクトル) m k

シーン番号 5 6 7 8 6 7 8 8 9 9 10

区間検索意図 概要検索 詳細検索 新出語検索

して，表 2 に示した操作を行った．表 2 の一行目に視聴操作

列，二行目に視聴したシーン，三行目に区間検索意図を示した．

なお，キーワード選択操作 (e)に関しては，選択したキーワー

ドも一行目に記述している．また，これらの抽出された区間検

索意図により生成された実際の区間検索質問を表 3に示す．

シーン 8で行ったスライド閲覧操作 (l)によって，概要検索

意図が抽出された．これは，l操作によって，既に視聴してい

たシーン 6に移動したためである．このとき，シーン 6に含ま

れ，かつシーン 5から 6，6から 7，6から 8で区間を構成する

キーワードを中心に概要検索質問が生成された．キーワード指

定を行っていないが，該当区間において中心的なキーワードで

ある “話題”や “注目”，“発信”によって概要検索質問が生成さ

れている．

シーン 8で行ったキーワード選択操作 (e)によって，詳細検索

が検出された．これは，直前のm+ の区間において，選択キー

ワード “話題”が区間を構成するためである．このとき，m+ 区

間において，“興味”や “定義”，“導入”といったキーワードを

伴った詳細検索質問が生成されている．

シーン 9で行ったキーワード選択操作 (e)によって，新出語

検索が検出された．これは，直前のm∗ の区間において，選択

キーワード “ベクトル”が区間を構成しなかったためである．こ

のとき，m∗ 区間において，区間を構成するキーワードが存在

しなかったため，追加のキーワードが検出されていない．

区間検索質問のために定義している視聴操作列では，定義し

ている操作列より長い操作範囲のキーワードを取得することが

できない．例えば，“ベクトル”によって，新出語検索が検出さ

れているが，7番目以前の操作で視聴したシーンにおいて，“ベ

クトル”が区間を構成するかを考慮できていない．しかし，視

聴したすべての操作に関してのコンテキストをすべて考慮する

ことは現実的な処理として困難である．そのため，キーワード

の出現の有無を判定する処理を伴う場合，視聴操作列とは別に

判定範囲を決定する手法が必要となると考えられる．

概要検索，詳細検索共に，複数の区間検索質問が生成された．

これらの質問では，キーワードの抽出は適切に行うことができ

ていると考えられる．しかし，それぞれの質問において，抽出

されるキーワードは類似しており，検索処理として，効率的で

あるとはいえない．そのため，質問を構成するキーワードの適

切な決定方法，複数の区間検索質問の適切な組み合わせ方法が

必要となると考えられる．

7. お わ り に

我々は，プレゼンテーションコンテンツに対する視聴時行為

からの区間検索方式を提案した．提案手法では，3つの手順に



表 3 区間検索質問生成の例

Table 3 Example of query generation

生成された検索質問の例 生成数

any(話題) ≺ (generalaize(今回) ∨ generalaize(定義) ∨ generalaize(発信) ∨ ...)

概要検索 any(注目) ≺ (generalaize(話題) ∨ generalaize(定義) ∨ generalaize(発信) ∨ ...) 15

any(発信) ≺ (generalaize(話題) ∨ generalaize(定義) ∨ generalaize(事柄) ∨ ...)

detail(話題) ≻ instance(興味)

詳細検索 detail(話題) ≻ instance(定義) 12

detail(話題) ≻ instance(導入)

新出語検索 additional(ベクトル) 1

よってユーザの視聴操作から区間検索質問を生成する．はじめ

に，ユーザの視聴操作から検索意図の抽出を行う．次に，視聴

した区間における，検索質問生成のためのキーワードとそのコ

ンテキストを抽出する．最後に，検索意図と区間中のキーワー

ドとそのコンテキストにより，区間検索質問の生成を行う．こ

のことにより，ユーザはプレゼンテーション視聴中に中断する

ことなく適切な区間を得ることが可能となる．

本稿では，プロトタイプの構築とコンテキスト判定および区

間検索質問生成の実行例を示した．コンテキスト判定では，視

聴時における判定と区間検索時における判定の基準に区別が必

要であることを確認した．区間検索質問生成では，適切なキー

ワード抽出方法および区間検索質問の組み合わせ方法が必要で

あることを確認した．今後の課題としては，実データと被験者

を用いた評価実験があげられる．評価実験により，コンテキス

ト判定の精度，視聴時行為によるユーザの意図判定の精度，区

間検索結果の精度を評価する．また，プロトタイプシステムの

インタフェースに関しても評価を行う必要がある．
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