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映像コンテンツの映像コンテンツの
インタラクティブな高度利用インタラクティブな高度利用

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
委員長：委員長： 橋田浩一橋田浩一

産業技術総合研究所産業技術総合研究所

情報技術研究部門情報技術研究部門
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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
マルチモーダル対話コンテンツのオーサリングと高度マルチモーダル対話コンテンツのオーサリングと高度
利用に関する検討利用に関する検討

MMMM対話コーパスの開発対話コーパスの開発
研究用ビデオコンテンツの構造化と公開研究用ビデオコンテンツの構造化と公開

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/
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MMMM対話コンテンツ対話コンテンツ

マルチモーダルマルチモーダル
映像、音声、言語、映像、音声、言語、etc.etc.

対話対話
コンテンツの中味コンテンツの中味

インタラクティブなアクセスインタラクティブなアクセス ←← アノテーションアノテーション

アノテーションアノテーション
音韻構造、統語構造、語義、談話・対話構造、音韻構造、統語構造、語義、談話・対話構造、etc.etc.

ビジネスモデルビジネスモデル
制作コストの低減と利便性の向上制作コストの低減と利便性の向上

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.
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映画の文法映画の文法((D.D. ArijonArijon): ): シーンの一致シーンの一致

位置の一致位置の一致
たとえば、ある人がスクリーンの左側にフルショットでたとえば、ある人がスクリーンの左側にフルショットで
現れているとき、同じカメラアングルのままでクロース現れているとき、同じカメラアングルのままでクロース
ショットにつなぐには、その人は同じ左側にいなけれショットにつなぐには、その人は同じ左側にいなけれ
ばならない。ばならない。
同一人物の同定を容易に同一人物の同定を容易に

動きの一致動きの一致
人の途切れのない動きを撮影した人の途切れのない動きを撮影した22つの連続するショッつの連続するショッ
トでは動きの方向が一致せねばならない。トでは動きの方向が一致せねばならない。

視線の一致視線の一致
たとえば、たとえば、22人の人が向かい合っているショットから一人の人が向かい合っているショットから一
方の人だけのショットにつなぐには、その人の向きが方の人だけのショットにつなぐには、その人の向きが
一致せねばならない。一致せねばならない。
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映画の文法映画の文法: : アクションとリアクションアクションとリアクション

視聴者は無意識のうちに以下を知ろうとする視聴者は無意識のうちに以下を知ろうとする::
どんなアクションが進行しているかどんなアクションが進行しているか

アクションに与る人がどんなリアクションをするかアクションに与る人がどんなリアクションをするか

視聴者に十分な情報を与えるためにこれらへの配慮視聴者に十分な情報を与えるためにこれらへの配慮
が必要。が必要。

例例: : アクション・リアクションで構成されたショット系列アクション・リアクションで構成されたショット系列
shot1: shot1: ハンターがライフルの銃身を画面の片端からもう一ハンターがライフルの銃身を画面の片端からもう一
方へと動かし方へと動かし((action1)action1)、、引き金を引く引き金を引く((reaction1)reaction1)。。
shot2: shot2: 鳥が飛んでいて、鳥が飛んでいて、((action2)action2)撃ち落とされる撃ち落とされる
((reaction2)reaction2)。。
action1 action1 →→ action2 action2 →→ reaction1 reaction1 →→ reaction2reaction2

ハリウッドスタイルハリウッドスタイル
アクションとリアクションが映画のストーリ展開の基本アクションとリアクションが映画のストーリ展開の基本
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DramaticaDramatica
三幕構成を基本とするストーリ制作支援三幕構成を基本とするストーリ制作支援

オントロジーに基づく質問応答オントロジーに基づく質問応答

→→ ストーリの生成ストーリの生成
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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

意味構造化による言語コンテンツ作成意味構造化による言語コンテンツ作成

文章作成のコスト低減文章作成のコスト低減

意味構造化のコストなし意味構造化のコストなし!!
文章の品質向上文章の品質向上

発想支援発想支援
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セマンティックビデオオーサリングセマンティックビデオオーサリング
意味構造を含む映像コンテンツ作成意味構造を含む映像コンテンツ作成

コンテンツ作成のコスト低減コンテンツ作成のコスト低減

コンテンツの品質向上コンテンツの品質向上

11次元でない構造化の自由度次元でない構造化の自由度

関連情報の連携関連情報の連携

シナリオ、絵コンテ、実映像、シナリオ、絵コンテ、実映像、etc.etc.

意味構造によるコンテンツの高度利用意味構造によるコンテンツの高度利用

意味的な検索、要約、再編集意味的な検索、要約、再編集
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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)
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要約要約

MS WordMS Wordの要約機能の要約機能

この店の鮨は旨い。たとえば大トロもこの店の鮨は旨い。たとえば大トロも
良いしコハダもいける。タコも捨てたも良いしコハダもいける。タコも捨てたも
のではない。だから僕はしょっちゅう来のではない。だから僕はしょっちゅう来
る。先週もる。先週も33回来た。今週もすでに回来た。今週もすでに22回回
目だ。

この店の鮨は旨い。この店の鮨は旨い。たとえば大トロもたとえば大トロも
良いしコハダもいける。タコも捨てたも良いしコハダもいける。タコも捨てたも
のではない。だから僕はしょっちゅう来のではない。だから僕はしょっちゅう来
る。る。先週も先週も33回来た。回来た。今週もすでに
目だ。

今週もすでに22回回
目だ。目だ。
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意味構造を用いた要約意味構造を用いた要約

先週も3回来た先週も先週も33回来た回来た

この店の鮨は旨いこの店の鮨は旨いこの店の鮨は旨い
大トロも良い大トロも良い大トロも良い

コハダもいけるコハダもいけるコハダもいける

タコも捨てたものではないタコも捨てたものではないタコも捨てたものではない

僕はしょっちゅう来る僕はしょっちゅう来る僕はしょっちゅう来る

今週もすでに2回目だ今週もすでに今週もすでに22回目だ回目だ

例例

例例
例例

結果結果

例例

例例

この店の鮨は旨いこの店の鮨は旨いこの店の鮨は旨い

僕はしょっちゅう来る僕はしょっちゅう来る僕はしょっちゅう来る
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ISO/TC37/SC4: ISO/TC37/SC4: 言語資原管理言語資原管理
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TDG (Thematic Domain Group) 3TDG (Thematic Domain Group) 3

Semantic Content RepresentationSemantic Content Representation
標準的なデータカテゴリレジストリの作成標準的なデータカテゴリレジストリの作成

discourse relations: Koiti Hasidadiscourse relations: Koiti Hasida
semantic roles and argument structures: semantic roles and argument structures: 
ThierryThierry DeclerckDeclerck
referential structures and links: Laurentreferential structures and links: Laurent
RomaryRomary
dialogue acts: Harry Buntdialogue acts: Harry Bunt
logicologico--semanticsemantic relations: Scott Farrarrelations: Scott Farrar
temporal entities and relations:temporal entities and relations: KiyongKiyong LeeLee



1515

談話関係のデータカテゴリ談話関係のデータカテゴリ

[1 [1 実験をした。実験をした。] ] その結果、その結果、[2 [2 
濃度が濃度が22倍になった倍になった]]。。

すると、と、すると、と、
そうしたらそうしたら

triggers (triggers (誘発誘発))
⇔⇔ triggeredBy triggeredBy ((きっかけきっかけ))

[1 [1 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[2 [2 かれの宿願は達せらかれの宿願は達せら
れたれた]]。。

かくて、こうかくて、こう
して、その結して、その結
果、それで果、それで

result (result (結果結果))
⇔⇔ cause (cause (原因原因))

[1 [1 山口君も来ていた。山口君も来ていた。]]だからだから
[2 [2 この話を知らぬはずがないこの話を知らぬはずがない]]。。

だから、ですだから、です
から、それでから、それで

conclusion (conclusion (結論結論))
⇔⇔ evidence (evidence (根拠根拠))

[2 [2 合格する合格する]]ためにために[1 [1 勉強し勉強し
たた]]。。

それには、そのそれには、その
ためには、このためには、この
ためため

purpose (purpose (目的目的))
⇔⇔ means (means (手段手段))

[[1 1 犬が西向き犬が西向き]]ゃゃ[2 [2 尻尾は東尻尾は東]]。。ならばならばconditional (conditional (条件推論条件推論))
⇔⇔ condition (condition (条件条件))

[1 [1 冷蔵庫にビールが入ってい冷蔵庫にビールが入ってい
るる]]からから[2 [2 飲んで下さい飲んで下さい]]。。

から、のでから、のでenablement (enablement (可能化可能化))

用例用例接続表現接続表現関係関係
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まとめまとめ

マルチモーダル対話コンテンツマルチモーダル対話コンテンツ
談話構造等のアノテーション談話構造等のアノテーション
制作コストの低減制作コストの低減 + + インタラクティブな高度利用インタラクティブな高度利用

オントロジーの導入オントロジーの導入
映画文法、ストーリの雛形など映画文法、ストーリの雛形など

インタラクティブな要約、検索などインタラクティブな要約、検索など

国際標準化国際標準化: : ISO/TC37/SC4ISO/TC37/SC4
談話関係、対話関係など談話関係、対話関係など
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