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あらまし   本論文では，楽曲の感性的特徴を抽出し，その特徴に合致する画像片を選択する感性的相関量計量方式を提案する．

また，本方式の応用として自動的に選択した画像を基本要素とする動画を自動的に生成する，自動Visual Jockeyシステムを示す．これま

で，それらのメディア間の感性的特徴を計量する空間（ここでは感性空間と呼ぶ）はメディア毎に異なるのでそれらの感性空間間でのメデ

ィア間の相関を計量することは困難であった．本方式の特徴は，メディア間での感性的相関量計量を実現するために，各メディアの感性

空間の特徴量変換マトリクスを介在させ，それを用いた計算方式を実現する点にある．本方式の実現方式として，MIDI楽曲分析による感

性語抽出方式「楽曲メタデータ自動生成方式」を適用し，また，画像片の配色分析による感性語抽出方式「autonoesis」を適用し，さらに楽

曲感性空間・画像片感性空間の特徴量変換マトリクスを定義することにより，楽曲・画像片間の感性的相関量計量を実現した．本論文で

は，本方式による相関量計量による実験結果を示し，本方式の実現可能性と，応用可能性を示す． 
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Abstract This paper presents a correlation calculation method for multiple media data spaces and its application for 

automatic visual jockey systems. A media data space is used to express and evaluate media data features in terms of their 

impressions. To realize the correlation calculation between two different media, this method applies a feature transformation 

matrix to two different media spaces. This method applies our proposed methods named “Automatic metadata generation 

method for music data” and “autonoesis (automatic metadata generation method for image data)” to extract media data features 

of impressions automatically. This paper also shows several experimental results to clarify the feasibility and effectiveness of 

our method.  
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1. はじめに  
マルチメディアと感性データベースの分野においては，メ

ディアデータの直感的理解を促進させるために，主役となる

１メディアを他のメディアで装飾するような，新しいマルチメデ

ィア作品を自動的に創作する「感性的マルチメディア自動

デコレーション技術」が重要な研究テーマとなってきている．

しかしながら，各メディアデータを表現する感性メタデータ空

間は，各メディアデータの特徴量・心理学成果・メタデータ

の目的によって異なるため，メディアデータ間の感性的相関

量計量は困難な状況であり，重要な研究課題となってい

る． 

本稿では，異なる感性メタデータ空間を持つメディアデー

タ間の感性的相関量計量方式を提案する．本方式の特徴

は，１つの感性メタデータ空間上にマッピングされているメデ

ィアデータの特徴量を他の感性メタデータ空間上に射影さ

せるための特徴量変換マトリクスを介在させ，１つの感性メタ

データ空間上で相関量計量を実現させる点にある． 

本方式の実現により，異なる感性メタデータ空間を持つメ

ディアデータ間の感性的相関量計量が可能となり，感性計

量を伴う“相関量計量による自動 Visual Jockey システム”を

実現することが可能となる．本システムは，感性的マルチメ

ディア自動デコレーション技術の１つとして位置付けることが

できる． 

 

2. 関連研究  
本研究の関連研究は，次の５項目にまとめられる． 

2.1.  マルチメディア自動デコレーション技術  
マルチメディアデータを自動的にデコレーションする技術

としては，Windows Media Player[17]など，楽曲・映像再生

環境が開発されている．これらは，楽曲再生時にその楽曲

の物理的特徴を分析し，パターン化された映像をリアルタイ

ムに獲得することが可能である． 

2.2.  感性的マルチメディアデコレーション技術  
マルチメディアを感性的にデコレーションする技

術は，アーティストなどによる Visual Jockey 作品
[15,16]などが発表されている．これらは，楽曲の感性的
特徴や物理的特徴などにより画像・映像を組み合わせたマ

ルチメディア作品である． 

2.3.  感性的マルチメディア自動デコレーション技
術  

感性的マルチメディア自動デコレーション技術と

して，我々はメディアデータによるフォント装飾技術

[18]を発表した．また，調性による楽曲の可視化技術
[11]が提案されている．本方式は，この感性的マルチ
メディア自動デコレーション技術の一部として位置付

けられる．   
 

2.4.  感性メタデータ生成技術  
感性的マルチメディア自動デコレーションの基盤

技術となる感性メタデータ生成技術は，楽曲感性メタ

データ生成方式 [2,3,12,14]，画像感性メタデータ生成
方式 [9]，動画感性メタデータ生成方式 [10]が提案され
ている．  

 

2.5.  感性メタデータ空間技術  
感性メタデータ空間や相関量計量技術のうち，ベクトル

空間モデルとして意味の数学モデルによる意味的連想検

索方式 [13] が提 案 されている ． また ， Latent semantic 

indexing[5]が提案され，感性メタデータ空間内での相関量

計量を実現している． 

 

3. 提案方式  
本章では，楽曲・画像間の感性的相関量計量方式と，

その応用として自動 Visual Jockey システムの実現について

述べる． 

本システムは，楽曲と画像の感性的特徴抽出とそれらの

メディア間の感性的相関量計量機構により，自動的に楽曲

の印象に合致する映像を生成する Visual Jockey を実現す

る．これまで，それらのメディア間の感性的特徴を計量する

空間（ここでは感性空間と呼ぶ）はメディア毎に異なるので，

それらの感性空間間でのメディア間の相関を計量すること

は困難であった．本方式の特徴は，メディア間での感性的

相関量計量を実現するために，各メディアの感性空間の特

徴量変換マトリクスを介在させ，それを用いた計算方式を実

現する点にある．本方式は，次の６ステップから構成される． 

（ステップ１）主役メディアデータ・装飾メディアデータの感 

        性空間生成 

（ステップ２）感性空間間特徴量変換マトリクス生成 

（ステップ３）感性空間間特徴量変換 

（ステップ４）主役メディアデータ・装飾メディアデータ間感 

        性相関量計量 

（ステップ５）感性相関量によるランキング出力 

（ステップ６）VJ などへの応用 

本方式の概要を図１に示す． 

 

ステップ１は，各メディアデータの感性メタデータ

生成システムを適用することにより，主役メディアデ

ータ・装飾メディアデータそれぞれのメタデータを生

成する．主役メディアデータのメタデータ生成方式を

次の式 (1)として定義する．また装飾メディアデータの
メタデータ生成方式を以下の式 (2)として定義する．  
 

 

 



 

 

 
図１：本方式の概要  

 

  

† 

fmetadataMa,Sb( )Æ I[a,1],L,I[a, f ]{ }       (1) 

Ma=入力主役メディアデータ  
 (a=1,n)(n=入力主役メディアデータ数 ) 
Sb=感性メタデータ生成方式，  
 (b=1,e)(e=感性メタデータ生成方式数 ) 
I[a ,d]=出力感性メタデータ  
 (d=1,f)(f=感性メタデータの特徴数 ) 

 
  

† 

fmetadataDc,Sb( )Æ I '[1,1],L,I '[q,y]{ }    (2) 

Dc=入力装飾メディアデータ  
 (c=1,q)(q=入力装飾メディアデータ数 ) 
Sb=感性メタデータ生成方式，  
 (b=1,e)(e=感性メタデータ生成方式数 ) 
I’[c,z]=出力感性メタデータ  
 (z=1,y)(y=感性メタデータの特徴数 ) 
 
ステップ２は，専門家の知識・心理学成果等を適用

することにより，感性空間間特徴量変換マトリクスを

生成する．感性空間間特徴量変換マトリクスを以下の

式 (3)として定義する．  

  

† 

fmatrix Cx,Cw( )Æ F[1,1],L,F[f,y]{ }   (3) 

Cx=主役メディアメタデータ空間  
 (x=1,v)(v=メタデータ空間数 ) 
Cw=装飾メディアメタデータ空間  
 (w=1,v)(v=メタデータ空間数 ) 
F[d,z]=感性空間間特徴量変換マトリクス  
 (d=1, f)(f=主役メディア特徴量値 ) 
 (z=1, y)(y=装飾メディア特徴量値 ) 
 
ステップ３は，ステップ１により生成された主役メディアデ

ータとステップ２により生成された感性空間間特徴量変換マ

トリクスにより，主役メディアデータ感性空間上のデータを装

飾メディアデータの感性空間上に射影する．式 (4)において
特徴量の変換を行い，式 (5)において転置を行う． 

  

† 

ftrans1 I[a,1],L,I[a, f ],F[1,1],L,F[f,y]( )Æ T[1,a],L,T[y,a]{ }  

                                            (4) 
T[z,a]=出力メタデータ (変換後 ) 
 

  

† 

ftrans2 T[1,a],L,T[y,a]( )Æ T[a,1],L,T[a,y]{ }  (5) 

T[a,z]=出力メタデータ (転置後 ) 
 
 ステップ４は，装飾メディアデータ空間上で主役メ
ディアデータ・装飾メディアデータ間感性相関量計量

を行う．主役メディアデータ・装飾メディアデータ間

感性相関量計量を以下の式 (6)として定義する．  

  

† 

fcorrelationT[a,1],L,Ta.y[ ],I '[1,1],L,I '[q,y]( )Æ D1,L,Dq{ }  

(6) 
Dc=相関量計量結果  
ステップ５は，ステップ４において計量された相関

量をもとに主役メディアデータに感性的に相関の高い

装飾メディアデータ順にランキングを行い，出力を行

う．  
 
ステップ６は，ステップ５により出力されたランキ

ングをもとに，主役メディアデータを装飾メディアデ

ータによってデコレーションを行い，VJ などの応用シ
ステムや，デコレーションされたマルチメディアデー

タとして出力を行う．  
 

4. 実現方式  
本節では，“感性的相関量計量による自動 Visual  

Jockey システム”の実現方式について述べる．本実現
方式では楽曲を主役メディアデータとし，画像片を装

飾メディアデータとし，VJ システムへの出力を対象と
した．ここでは，感性空間生成方式として MIDI 楽曲

分析による感性語抽出方式「楽曲メタデータ自動生成方

式」を適用した．また，画像片の配色分析による感性語抽

出方式「autonoesis」を適用した．さらに，VJ 専門家による

楽曲感性空間・画像片感性空間の特徴量変換マトリクスを

定義することにより，楽曲・画像片間の感性的相関量計量

を実現した．本実現方式により，楽曲と感性の合致する画

像片による動画を自動生成することが可能となり，楽曲印

象を対象とし，その印象に合致する視覚的な映像表現を行

うことが可能となる．本実現方式の概要を図２に示す． 



 

 

 

図２：本実現方式の概要  
 

実現方式ステップ１：主役メディアデータの感

性空間生成  

本実現方式のステップ１は，我々が既に提案してい

る楽曲メタデータ自動生成方式 [12]を適用した．  

この方式は楽曲の特徴と形容詞との関連を導いた

心理学実験成果 [6,7]を反映した，楽曲の印象メタデー

タ生成方式である．入力楽曲 (本実現では midi データ )

より楽曲主要６要素の特徴量 [リズムの一定性・テン

ポ・ピッチ・メロディの昇降・ハーモニーの一定性・

調性 (長短 )]を抽出し，特徴量と図３に示される楽曲印

象のための形容詞群との関連性を示す心理学成果マト

リクス [6.7]によって，入力楽曲の特徴と相関の強い形

容詞によるメタデータを自動的に生成する方式である．

楽曲メタデータ自動生成方式の概要を図４に示す．詳

細は [12]に示されている．この操作の結果として得ら

れるデータ形式を図５に示す．  

 
図３：本実現における楽曲 (主役メディア )感性空間  

８つの形容詞群による Hevner 形容詞  

 
図４：本実現方式における，  

楽曲メタデータ自動生成方式の概要  
 

 
図５：本実現方式における，  

主役 (楽曲 )メディアデータの感性メタデータ形式  
 

実現方式ステップ１：装飾メディアデータの感

性空間生成  
 我々が既に提案している画像色印象メタデータ自動生成

方式[9]による「autonoesis」を適用し，画像印象空間を生

成した．autonoesis の感性空間は下記図６に示すように，１

画像に対し 182 語の形容詞特徴により表現されている．ま

た，図７，８に autonoesis 実現時のスクリーンショットを示す． 

 

図６：本実現における  
装飾 (画像 )メディアデータの感性メタデータ形式  

 

 

図７：本実現における画像色印象生成方式による

「 autonoesis」の分析スクリーンショット  



 

 

 

図８：実現における画像色印象生成方式による

「 autonoesis」の感性メタデータ  
 

実現方式ステップ２：感性空間間特徴量変換マトリク

ス生成  

本実現方式ステップ２は，VJ 専門家の知識により感性空

間間特徴量変換マトリクスを生成した．VJ 専門家により生

成される変換マトリクスの概要を図９に，実際の変換マトリク

スデータを図１０に示す． 

 

図９：本実現における主役・装飾メディアデータ感

性空間間特徴変換マトリクス  

 

 

図１０：本実現における感性空間間特徴量変換マト

リクス実データ：VJ 専門家による知識を反映  
 
実現方式ステップ３：感性空間間特徴量変換  
本実現方式ステップ３は，主役メディアデータ感性

空間と変換マトリクスの内積計算により主役メディア

データ感性空間を，装飾メディアデータ感性空間上に

射影した．本実現ステップ３の概要を図１１に示す．  

 
図 11：本実現における変換マトリクス適用による，

楽曲感性メタデータ特徴量変換の概要  
 
実現方式ステップ４：主役 メディアデータ・装飾 メディ

アデータ間感性相関量計量  
本実現方式ステップ４は，装飾メディアデータ感性

空間上において主役メディアデータと装飾メディアデ

ータ間感性相関量計量を行った．本実現ステップ４の

概要を図１２に示す．  

 
図 12：本実現における楽曲・画像感性メタデータ相

関量計量の概要  

 
実現方式ステップ５：感性相関量によるランキング出

力  
本実現方式ステップ５は，主役メディアデータ感性

空間と変換マトリクスの相関量計量結果より相関量の

大きい順にランキングを出力した．   
 
実現方式ステップ６：V J などへの応用  
本実現方式ステップ６は，ステップ５において出力

された相関量とランキングを VJ システムなどへ応用
可能なテキストデータとして出力した．  

 

5. 実験  
本論文では，本方式による楽曲と画像片の感性的相関

量計量の実現可能性，有効性の検証，（２）自動動画生成

の実現可能性の検証を行い，本方式の実現可能性と有効

性の検証を行った結果を示す． 

本実験では，主役メディアデータの楽曲を Vivaldi のヴァ



 

 

イオリン協奏曲第１番（通称「四季 春」）を設定し，画像片

20 個をランキングした結果を図１３に示す． 

 

図 13：主役メディアデータの楽曲を Vivaldi の 
ヴァイオリン協奏曲第１番（通称「四季 春」）を 

設定したときの画像片 20 個のランキング 

 

画像片のランキングにおいて，最も相関量の高い画像を

図１４に，次に相関量の高い画像を図１５に示す． 

 
図 14：楽曲 Vivaldi のヴァイオリン協奏曲第１番 
（通称「四季 春」）と最も相関量の高い画像  

 

 
図 15：楽曲 Vivaldi のヴァイオリン協奏曲第１番 
（通称「四季 春」）と２番目に相関量の高い画像  

 

6. まとめ  
本稿では，楽曲の感性的特徴を抽出し，その特徴に合

致する画像片を感性的相関量計量方式と，その応用とし

楽曲印象に合致した画像を基本要素とする動画を自動的

に生成する自動Visual Jockeyシステムを提案した． 

本方式の特徴は，メディア間での感性的相関量計量を

実現するために，各メディアの感性空間の特徴量変換マトリ

クスを介在させ，それを用いた計算方式を実現する点にあ

る．本方式の実現方式として，MIDI楽曲分析による感性語

抽出方式「楽曲メタデータ自動生成方式」を適用し，また，

画像片の配色分析による感性語抽出方式「autonoesis」を

適用し，さらに，楽曲感性空間・画像片感性空間の特徴量

変換マトリクスを定義することにより，楽曲・画像片間の感性

的相関量計量を実現した． 

本実現方式により，楽曲と感性の合致する画像片による

動画を自動生成することが可能となり，楽曲印象を対象とし，

その印象に合致する視覚的な映像表現を行うことが可能と

なった． 

本稿では，本方式による（１）楽曲と画像片の感性的相

関量計量の実現可能性，有効性の検証，（２）自動動画生

成の実現可能性の検証を行い，本方式の実現可能性と有

効性の検証を行った結果を示した． 
本提案方式は楽曲・画像間にとどまらず,様々なメディア

に対して応用可能であり，今後，主役メディアデータの感性

を複数のメディアによって装飾することによるマルチメディア

作品自動創作への応用を行う.また,本実現においては特

徴語が多い空間へ射影した方が相関量計量の精度が高く

なるという仮説のもとで検証を行った.今後は,特徴語が少な

い空間へ写像した場合の相関量計量実現結果についても

評価を行い,Visual Jockey という応用における相関量計量

空間選択方法についても検証を行う. 

 

 

文    献  
[1] Amit Sheth, Klaus Wolfgang(eds.): "Multimedia 

Data Management Handbook-Integrating and 
Applying Digital Data," MacGraw-hill, , (1997). 

[2] Asako Ijichi, Yasushi Kiyoki: "A Kansei Metadata 
Generation Method for Music Data Dealing with 
Dramatic Interpretation ," Information Modelling 
and Knowledg Bases, XVI, 170-182 (2004). 

[3] Asako Ijichi, Yasushi Kiyoki: "An Automatic 
Metadata Generation Method for Music 
Retrieval-by-Impression Dealing with 
Impression-Transition," Proceedings of the seventh 
IASTED international conference on Internet and 
Multimedia System and  Applications, 281-288 
(2003). 

[4] Charles M. Falco: "Computer  Vision and  Art," IEEE 
Multimedia, 14, 8-11 (2007). 

[5] Deerwester, S., Dumains, S. T., Landauer,  T.K., 
Furnas, G. W. and Harshman, R. A.: "Indexing by 
Latent Semantic Analysis," Journal of the American 
Society for Information Science, 41, 391-407 (1990). 

[6] Kate Hevner: "Experimental Sdudies of the Elements 
of Expression in Music," AMerican Journal of 
Psychology, 48, 246-268 (1936). 

[7] Kate Hevner: "Expression in Music:  A discussion of 



 

 

Experimental Studies and Theories," Psycological 
Review, 42, 186-204 (1935). 

[8] Klaus Wolfgang,  Amit Sheth: "Special Issue on 
metadata for digital media," ACM SIGMOD Record, 
23, (1994). 

[9] Kotani, T. , Kiyoki, Y. and Kitagawa, T.: "Metadata 
Extraction Method for Static Images Dealing with 
Color Information and  Apply it 's  Application to a  
Semantic  Associative Search, the 9th Data 
Engineering Workshop, Collected Papers of The 
Institute of Electronics, Information and 
Communication Engineers(1998) 

[10] Nobuko Miura, Shuichi Kurabayashi, Yasushi 
Kiyoki: "An  Automatic Extraction Method of 
Time-Series Impression-Metadata for Color 
Information of Video Streams ," Proceedings of the 
21st International Conference on Data Engineering 
Workshops, , 1233 (2005). 

[11] Sahori Imai, Shuichi Kurabayashi, Asako Ijichi, 
Yasushi Kiyoki: "A music retrieval system 
supporting intuitive visualization by the color sense 
of tonality," Proceedings of the 24 IASTED 
international conference on database and 
application, , 153-159 (2006). 

[12] Takashi Kitagawa, Yauashi Kiyoki: "Fundamental 
framework for media data retrieval system using 
media-lexico transformation operato r," Information 
Modelling and Knowledg Bases, 12, 316-326 (2001). 

[13] Yasushi Kiyoki, Takashi Kitagawa, Takanari 
Hayama : "A metadatabase system for semantic 
image search by a mathematical model of meaning," 
ACM SIGMOD Record, 23, 34-41 (1994). 

[14] 伊地智麻子，清木康 : "音楽データの印象の時間的
推移を扱う印象メタデータ自動生成方式 ," 情報
処理学会論文誌データベース , 44(TOD20), 1-16 
(2003). 

[15] Visual Jockey サイト graphic design Material.NET,  
http://homepage.mac.com/junbox/gdm_NET/  

[16] motordrive, 
http://www5f.biglobe.ne.jp/%7Emotordrive/ 

[17] Windows media player(Microsoft 公 式 サ イ ト ), 
http://www.microsoft.com/japan/windows/windowsm
edia/default.mspx 

[18] 大日本印刷ー慶應義塾大学 SFC 研究所共同，デジ
タルコンテンツの感性的特徴を分析し，その内容
に最適な書体を自動的に選択するシステムを開
発 http://www.dnp.co.jp/jis/news/2007/071122.html. 
(press release) 

[19] 深井晴香 , 浦木麻子 , 清木康 , "複数のメディアデ
ータ感性空間間の感性的相関量計量方式とその
自動 Visual Jockey システムへの応用 , ' '  電子情報
通信学会第 19 回データ工学ワークショップ
(DEWS2008), Mar. 2008. 


