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対話コンテンツ技術専門委員会対話コンテンツ技術専門委員会
http://http://jnetcomjnetcom..jeitajeita.or..or.jpjp/members//members/mmcorpusmmcorpus//
目的目的
マルチモーダルマルチモーダル((MM)MM)対話コンテンツの収集、アノテー対話コンテンツの収集、アノテー
ション、公開ション、公開

その方法および利用技術に関する提言その方法および利用技術に関する提言

最近の活動最近の活動
MMMM対話コーパスの開発対話コーパスの開発
課題対話コーパスの構造化と公開課題対話コーパスの構造化と公開

エンドユーザ向けエンドユーザ向けMMMM対話コンテンツのアノテーション対話コンテンツのアノテーション

検索検索//再生再生//要約ツールの開発・拡張要約ツールの開発・拡張

MMMM対話コンテンツの応用に関する調査対話コンテンツの応用に関する調査
ヒアリングヒアリング + + モックアップ作成モックアップ作成

http://jnetcom.jeita.or.jp/members/mmcorpus/
http://jnetcom.jeita.or.jp/members/mmcorpus/


アノテーションアノテーション

音声転記テキストとアノテーション音声転記テキストとアノテーション

JJ--TOBI: TOBI: 音声・音声転記音声・音声転記

GDA: GDA: 形態・統語論的構造、意味構造形態・統語論的構造、意味構造

JEITAJEITA--DAMSL: DAMSL: 談話構造談話構造

ビデオとのアラインメントビデオとのアラインメント

映像転記テキスト映像転記テキスト

視覚障害者向け副音声の作成方法を参考に視覚障害者向け副音声の作成方法を参考に



アノテーションの統合アノテーションの統合

アノテーショングラフアノテーショングラフ??
時系列データの一般的なアノテーションの枠組時系列データの一般的なアノテーションの枠組

ノードは時刻を持ち、リンクは期間を持つ。ノードは時刻を持ち、リンクは期間を持つ。

交差する期間や複数のアノテーションスキーマが共存交差する期間や複数のアノテーションスキーマが共存
可能。可能。

XML (GDA)XML (GDA)への統合への統合

アノテーショングラフは複数のアノテーションを単に共アノテーショングラフは複数のアノテーションを単に共
存させるだけで、有機的な統合にならない。存させるだけで、有機的な統合にならない。

su

adp

私:n は:ad 眠い:aj



<su syn="f">
<np eq="X">
<adp prn="kono" tone="L% %L H*+L" begin="4.954" end="6.894">
この

</adp>
<n prn="hito" begin="6.894" end="7.079">人</n>

</np>
<ad sem="topic" prn="wa-" tone="L%HL%" begin="7.079"

end="7.469">は</ad>
</ad>
<adp syn="f">
<np prn="kurome" tone="L% H*+L" begin="8.176" end="8.619">
黒目

</np>
<ad sem="obj" prn="qa" tone="H-" begin="8.619" end="8.833">
が

</ad>
</adp>
<aj prn="o'-ku" tone="%wL" begin="8.333" end="8.987">多く</aj>
<ad prn="te-" tone="L%HL%" begin="8.987" end="9.032">て</ad>

</su>

<su syn="f">
<np eq="X">
<adp prn="kono" tone="L% %L H*+L" begin="4.954" end="6.894">
この

</adp>
<n prn="hito" begin="6.894" end="7.079">人</n>

</np>
<ad sem="topic" prn="wa-" tone="L%HL%" begin="7.079"

end="7.469">は</ad>
</ad>
<adp syn="f">
<np prn="kurome" tone="L% H*+L" begin="8.176" end="8.619">
黒目

</np>
<ad sem="obj" prn="qa" tone="H-" begin="8.619" end="8.833">
が

</ad>
</adp>
<aj prn="o'-ku" tone="%wL" begin="8.333" end="8.987">多く</aj>
<ad prn="te-" tone="L%HL%" begin="8.987" end="9.032">て</ad>

</su>

開始時刻開始時刻 終了時刻終了時刻アクセントアクセントローマ字表記ローマ字表記



MMMM対話コンテンツ技術の応用対話コンテンツ技術の応用

要件要件: : 非線状性、大規模性非線状性、大規模性、、etc.etc.
オーサリング支援オーサリング支援: : 検索、生成、発想支援検索、生成、発想支援

映像の新しい視聴法映像の新しい視聴法: : 複数コンテンツの合成複数コンテンツの合成

eeラーニングラーニング: : 言語的アノテーション言語的アノテーション((語学語学))
障碍者向け提示障碍者向け提示: : 映像転記の利用映像転記の利用

コンピュータゲームコンピュータゲーム: : キャラクタの対話の制御キャラクタの対話の制御

エンタテインメントロボットエンタテインメントロボット

医療医療: : チーム医療、遠隔医療、電子カルテチーム医療、遠隔医療、電子カルテ

ショッピングショッピング: : 「あの映画で主演女優が着ていた服」「あの映画で主演女優が着ていた服」



MMMM対話コンテンツ技術の必要性対話コンテンツ技術の必要性

コンテンツ作成支援コンテンツ作成支援

多くの創作者多くの創作者

品質向上品質向上

ビジネスモデルビジネスモデル

破壊と創造破壊と創造

インターネット、地上デジタル放送、インターネット、地上デジタル放送、etc.etc.



MMMM要約のモックアップ要約のモックアップ

「音色～日本の夏を彩る伝統の技」「音色～日本の夏を彩る伝統の技」(15(15分分
ほどのビデオほどのビデオ))
評価用映像メディアデータベース評価用映像メディアデータベース
電子情報通信学会パターン認識とメディア理解研電子情報通信学会パターン認識とメディア理解研
究会ビデオデータベース究会ビデオデータベースWGWG
国立情報学研究所が配布国立情報学研究所が配布

MPEGMPEG--77に基づくアノテーションに基づくアノテーション

修辞関係修辞関係((談話関係談話関係))のアノテーションのアノテーション
他人の文章のアノテーションは難しい他人の文章のアノテーションは難しい

アノテーションに基づく人手による要約アノテーションに基づく人手による要約



MPEGMPEG--77に基づくアノテーションに基づくアノテーション
<AudioSegment id="audioseg-3">
<StructuralUnit href="urn:ieice:PRMU:SegmentTypeCS:4">
<Name xml:lang="en">speech</Name>

</StructuralUnit>
<TextAnnotation type="speaker_name">
<FreeTextAnnotation>ナレーター</FreeTextAnnotation>

</TextAnnotation>
<TextAnnotation type="speaker_gender">
<FreeTextAnnotation>female</FreeTextAnnotation>

</TextAnnotation>
<TextAnnotation type="spoken_text">
<FreeTextAnnotation>
蒸し暑い夏。心地好い音色で涼を運んできてくれる風鈴。しかし300年
の歴史を持つ「江戸風鈴」を作る工房が残り後1軒になってしまってい
るのです。

</FreeTextAnnotation>
</TextAnnotation>
<MediaTime>
・・・

<AudioSegment id="audioseg-3">
<StructuralUnit href="urn:ieice:PRMU:SegmentTypeCS:4">
<Name xml:lang="en">speech</Name>

</StructuralUnit>
<TextAnnotation type="speaker_name">
<FreeTextAnnotation>ナレーター</FreeTextAnnotation>

</TextAnnotation>
<TextAnnotation type="speaker_gender">
<FreeTextAnnotation>female</FreeTextAnnotation>

</TextAnnotation>
<TextAnnotation type="spoken_text">
<FreeTextAnnotation>
蒸し暑い夏。心地好い音色で涼を運んできてくれる風鈴。しかし300年
の歴史を持つ「江戸風鈴」を作る工房が残り後1軒になってしまってい
るのです。

</FreeTextAnnotation>
</TextAnnotation>
<MediaTime>
・・・



連鎖型（ela）（連係－場面構成）

音色。日本の夏を彩る伝統の技。

蒸し暑い夏。心地好い音色で涼を運
んできてくれる風鈴。

最後の1軒を守るのは、江戸風鈴職人、
篠原儀治さん。

穴を開けた後また釜に入れて軽く溶
かして・・・一気に膨らまし完成。

ガラスが冷めたところで口玉を落とし、
口の部分を整形します。これが300年の歴史を持つ伝統の江

戸風鈴。

私の後には倅が今、51になるのがい
るんですが、そして、その後のまた孫
が今、十何歳ですか・・・それが、あー、
じいちゃんの後を継ぐよなんていう、
話も出てきて、ま、我々喜んでいる最
中ですからま、そんなような関係で、
現在やっているわけです。

どうやら江戸風鈴を作る釜の灯は、次
世代も消えることはなさそうです。

風鈴作りは5代目の儀治さんと6代目
を継いだ息子さんの裕さんの2人1組
で、手際よくリズムよく行います。

これを口玉と言い、この口玉の大きさ
が最終的には、風鈴の口の大きさに
なります。

吹き手は再度釜の中で溶けたガラス
を上付けし、一度軽く膨らまします。

そしてこれに穴を開けます。

一見簡単そうに見えますが、江戸風
鈴は他のガラス製品よりも、高音が響
くように硅石を多く使っているので、固
く膨らみにくいのです。

しかし口の部分はギザギザのままに
しておき衝撃音と摩擦音、2つの音が
出るようにします。

しかし300年の歴史を持つ「江戸風鈴」
を作る工房が残り後1軒になってしまっ
ているのです。

連鎖型（ela）（連係－解説付加）

逆説型（ant）（反対・単純な逆説）
東京、江戸川区。江戸川の川伝いに
広がる住宅街の中に、その1軒はあり
ました。

篠原風鈴本舗、ここが江戸風鈴を最
後まで守り続けている工房です。

連鎖型（ela）（連係－前置き的表現）

連鎖型（ela）（連係－前置き的表現）

連鎖型（ela）（連係－解説付加）

連鎖型（ela）（連係－解説付加）

添加型（add）（追加）

添加型（add）（累加、単純な添加）

補足型（cmp）（根拠づけ）

連鎖型（ela）（連係－解説付加）

補充型（cmp）（補充）

まずは1350度の釜の中で溶けたガラ
スを、ガラス管に巻き付け一度膨らま
します。

連鎖型（ela）（連係－解説付加）

連鎖型（ela）（連係－解説付加）

裕さんがこの口玉作りを担当し、出来
上がった口玉を次々に吹き手の儀治
さんに渡します。

冷やした後に穴を開けようとするとガ
ラスが割れてしまうので、この時点で
ひもを通す穴を先に開けておくんです。

昔ながらの宙吹き作りで風鈴を作りま
す。

連鎖型（ela）（連係－解説付加）

添加型（add）（追加）

それを僅か5秒から6秒の間に、風鈴
が均一になるように作業しなければな
りません。

連鎖型（ela）（連係－解説付加）

これも江戸風鈴の特徴の一つです。

逆説型（ant）（反対・単純な逆説）

補充型（cmp）（補充）

高音が響くように硅石を多く使い、風
鈴の口は2つの音が出るようにギザギ
ザにしている。

連鎖型（ela）（連係－解説付加）

転換型（cos）（転換）

この伝統の技を次の時代に、残してい
くことは出来るのでしょうか？

連鎖型（ela）（連係－解説付加）

連鎖型（ela）（連係－応対）

順接型（res）（結果）



要約再生プレイヤ要約再生プレイヤ

<?xml version="1.0" encoding="Shift_JIS" ?> 
<maml>
<media duration="0:10:00.00" type="movie">
<element id="1" begin="0:1:19.00" end="0:01:23.00">
<audio> 
<utterance>それから２時間後</utterance> 
</audio>  

</element>
<element id="2" begin="0:1:5.00" end="0:1:15.00">
<visual><background/></visual>

</element>
<element id="3" begin="0:1:18.00" end="0:1:50.00">
<visual><background/></visual>

</element>
</media>
</maml>

<?xml version="1.0" encoding="Shift_JIS" ?> 
<maml>
<media duration="0:10:00.00" type="movie">
<element id="1" begin="0:1:19.00" end="0:01:23.00">
<audio> 
<utterance>それから２時間後</utterance> 
</audio>  

</element>
<element id="2" begin="0:1:5.00" end="0:1:15.00">
<visual><background/></visual>

</element>
<element id="3" begin="0:1:18.00" end="0:1:50.00">
<visual><background/></visual>

</element>
</media>
</maml>

要約表現ファイル要約表現ファイル



文、ビデオのショット
等のコンテツ素材

文、ビデオのショット
等のコンテツ素材

修辞関係(談話関係)修辞関係(談話関係)

セマンティックオーサリングセマンティックオーサリング
―― 発想支援発想支援 ――



セマンティックオーサリングセマンティックオーサリング
―― 自動文章生成自動文章生成 ――



セマンティックオーサリング用のセマンティックオーサリング用の
アノテーションアノテーション

照応・共参照照応・共参照

対話関係対話関係((dialogue relations)dialogue relations)
修辞関係修辞関係((rhetorical relations)rhetorical relations)

RST (Rhetorical Structure Theory)RST (Rhetorical Structure Theory)等に立脚等に立脚

文の間の関係文の間の関係 …… 行間の意味を分類行間の意味を分類

映像素材映像素材((シーンやショットシーンやショット))の間の関係にも拡の間の関係にも拡

張可能張可能

順序つきコンテンツの自動生成順序つきコンテンツの自動生成

文章、ビデオ、文章、ビデオ、etc.etc.



国際標準化の動向国際標準化の動向: : MPEGMPEG--77

Moving Picture Experts Group (ISO/IEC Moving Picture Experts Group (ISO/IEC 
JTC1/SC29/WG11) Phase 7JTC1/SC29/WG11) Phase 7
意味内容に基づく検索など意味内容に基づく検索など

The Linguistic DS The Linguistic DS ←← GDAGDAタグ集合タグ集合

MDSMDS VerVer.2 (Amendment 1).2 (Amendment 1)
20042004年年77月月11日発行済日発行済



国際標準化の動向国際標準化の動向: : 言語資源言語資源

ISO/TC37/SC4: Language Resources ManagementISO/TC37/SC4: Language Resources Management
Linguistic Annotation FrameworkLinguistic Annotation Framework
MorphosyntaxMorphosyntax
Feature StructureFeature Structure

Feature Structure RepresentationFeature Structure Representation
Feature Structure DeclarationFeature Structure Declaration

Data Categories for Semantic Content Data Categories for Semantic Content 
RepresentationRepresentation
主題役割、意味関係、修辞関係主題役割、意味関係、修辞関係((談話関係談話関係))、対話関係、、対話関係、

時間関係時間関係



談話関係の国際標準化談話関係の国際標準化

五時に着きたい五時に着きたい。。[[そのためにはそのためには]]
三時に家を出なくてはならぬ。三時に家を出なくてはならぬ。

合格する合格する[[ためため]]勉強した。勉強した。

purposepurpose
⇔⇔ means means 

目的目的: : それには、そそれには、そ
のためには、このたのためには、このた
めめ

かれは試験に合格した。かれは試験に合格した。[[かくてかくて]]
かれの宿願は達せられたかれの宿願は達せられた。。

result result ⇔⇔ causecause結果結果: : かくて、こうかくて、こう
して、その結果、そして、その結果、そ
れでれで

並木道を歩いて行った並木道を歩いて行った。。 [[するする
とと]]むこうからひとりの男が近づむこうからひとりの男が近づ
いてきた。いてきた。

????きっかけきっかけ: : すると、すると、
と、そうしたらと、そうしたら

conditioncondition????: : ならばならば

冷蔵庫にビールが入っている冷蔵庫にビールが入っている[[かか
らら]]飲んで下さい。飲んで下さい。

enablement enablement 

山口君も来たということだ山口君も来たということだ。。[[とと
するとすると]]この話を知らぬはずはなこの話を知らぬはずはな
い。い。

evidenceevidence
⇔⇔ conclusionconclusion

順当順当: : だから、ですだから、です
から、それで、したから、それで、した
がって、とすると、がって、とすると、
そこでそこで

用例用例RSTRST市川市川



XMLXMLとオントロジーとオントロジー

XMLXMLはシンタクスはシンタクス((統語論統語論))を規定を規定

XMLXMLに基づく記述は統語構造を表わす木に基づく記述は統語構造を表わす木

オントロジーはセマンティクスを規定オントロジーはセマンティクスを規定

オントロジーに基づく記述は意味を表わすグラフオントロジーに基づく記述は意味を表わすグラフ

意味構造は木でなくグラフ意味構造は木でなくグラフ

オントロジーに基づいて記述すべしオントロジーに基づいて記述すべし

オントロジーに基づく記述法は意味に即してオントロジーに基づく記述法は意味に即して
規定されるゆえに規定されるゆえにXMLXMLによる記述法より原理による記述法より原理

が明確が明確



XMLXMLにできなくてにできなくて

オントロジーにできることオントロジーにできること

グラフの表現グラフの表現

XMLXMLで直接表現できるのは木だけで直接表現できるのは木だけ

XMLXMLでは参照では参照((idrefidref、、URI referenceURI reference等等))の対の対
象のクラスを指定できない。象のクラスを指定できない。

多重継承多重継承

複数個の親クラス複数個の親クラス

XML SchemaXML Schema等で等ではは単一継承しかできない。単一継承しかできない。

卵生卵生 脊椎動物脊椎動物

鳥鳥



標準化の指針標準化の指針

XMLXMLによる記述方式の発散による記述方式の発散

「標準」の乱立「標準」の乱立

仕様の複雑化・・・仕様の複雑化・・・MPEGMPEG--77などなど

テキストや音声等のテキストや音声等の11次元データの内容記次元データの内容記
述にのみ述にのみXMLXMLを直接用いるを直接用いる

一般的な内容記述には一般的な内容記述にはXMLXMLではなくオントではなくオント

ロジーを用いるロジーを用いる

オントロジーはオントロジーはXMLXMLで記述しても可で記述しても可 ・・・・・・ RDFRDF
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