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Insightful Slideshow:意味的関連性に基づいた
写真スライドショー自動構成手法
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あらまし 近年、デジタルコンテンツが急速に増加している中で、莫大なデジタルコンテンツの有効的な活用が重要

な問題となっている。これまでにも、コンテンツ管理に関して多くの研究が行われてきたが、従来の管理方法の多く

は、ユーザが情報要求を有することを前提に、情報要求を満足するコンテンツを発見することを目的としている。し

かし、近年では、デジタルフォトフレームに代表されるような、ユーザに情報要求を前提としないコンテンツ環境が

広まっている。こうした環境では、ユーザの明示的な要求がない場合でもユーザの興味を喚起するような提示方法

が有効であると考えられる。本論文では、デジタル写真を対象とし、スライドショーを自動的に構成する Insightful

Slideshowシステムを提案する。本システムでは、タグ付けされたデジタル写真を対象に、Webを知識として導出さ

れるタグ間の意味的関連性をふまえて、スライドショーを自動的に構成する。さらに、提案手法によって構成された

スライドショーは、ランダムに構成されたスライドショー及び撮影日時順に構成されたスライドショーと比較して、

ユーザにとって自然な印象を与えることができることを、被験者実験により示す。
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Abstract Recently, the number of digital contents is increasing rapidly with the progress of information technol-

ogy. It has become important how we manage enormous digital contents effectively and utilize them efficiently. Up

to now, a lot of techniques on digital content management have been proposed. One of the important objectives

of the conventional management techniques is to search digital contents which satisfy an information request of a

user. This is based on the assumption that a user has one or more information requests. However, a user may have

no information request explicitly when the user uses some kinds of devices for presenting digital content such as a

digital photo frame. Such devices are expected to provide a presentation of digital content that rouses user’s interest.

In this paper, we introduce an approach for composing photo slideshow automatically from a set of photographs

with tags using the Web. Our user study shows that the slideshows that are composed with our technique give more

natural impressions for users than randomly ordered slideshows and date time ordered slideshows.

Key words Digital photograph. slideshow. context. semantic relationship. content mining.

1. は じ め に

近年、私たちの周りには管理しなければならないデジタルコ

ンテンツが急速に増大している。デジタルコンテンツはWeb

ページ、楽曲、動画等様々な種類が存在するが、社会に広く普

及し、日常的に頻繁に利用されているデジタルコンテンツのひ

とつとしてデジタル写真がある。

最近の約 10年間で、デジタルカメラやカメラ付き携帯電話

等が広く普及し、生活の中でデジタル写真を撮影することが一

般的になった。例えば、一般世帯のデジタルカメラの普及率は、

2002年 3月から 2009年 3 月の間に 25％から 68％にまで高

まっている [1]。様々な年代の様々な立場の人々が日常的にデジ

タル写真を撮影するようになり、毎日、莫大な数の新たなデジ

タル写真が生成されている。こうした中で、デジタルカメラの

— 1 —



所有者は、個人の莫大な数のデジタル写真を管理しなければな

らないことが問題になっている。従来のフィルムカメラでは、

撮影した後は現像してアルバムとして整理するのが一般的な利

用方法であったが、デジタル写真は、ブログに用いる等、従来

とは異なる利用目的のために使われている。こうしたことから、

様々な立場の人々が様々な目的のために日常的に写真を撮影す

るようになったことも、個人で管理しなければならないデジタ

ル写真の飛躍的な増加につながっている。

これまでにも、大量のコンテンツを有効的に活用するために、

コンテンツ管理に関する様々な手法が提案されている。従来の

コンテンツ管理手法は、検索、ブラウジング、推薦に大別可能

である。検索とブラウジングの目的は、ユーザが情報要求を発

したのち、ユーザの満足するコンテンツを効率的に発見するこ

とである。検索では、ユーザの情報要求をクエリとして表現す

る。一方、ブラウジングでは、コンテンツを構造化し、単純な

操作を繰り返し要求するコンテンツにアクセス可能とする。一

方、推薦では、ユーザはシステムに明示的なクエリを与えたり、

明示的なブラウジング操作を必要としない。システムがユーザ

プロファイル等からユーザに適したコンテンツを選別して、提

示する。これらはユーザの情報要求を満足することを目的とし

ており、要求指向型のコンテンツ管理であると考えられる。

これまで、要求指向型のコンテンツ管理では、コンテンツは、

ユーザの情報要求を満足させる情報源としての役割を果たして

いる (図 1)。要求指向型のデジタル写真管理に関して、GPSを

利用する手法が近年注目されている。すでに、多くの携帯電話

には GPSが搭載されており、一部のデジタルカメラにも GPS

が搭載されるようになってきている。これらを利用すると、デ

ジタル写真の撮影と同時に、撮影地点の位置情報（緯度経度）

を写真に付与することができる。代表的なオンライン上のデジ

タル写真管理サイトである Flickr [2] では、撮影位置情報が埋

め込まれた写真をアップロードすると、写真を地図上にマッピ

ングして表示できる。これにより、撮影位置情報を用いて、大

量の写真を効率的に管理できる。例えば、「特定の場所で撮影

された写真が見たい」という要求や、「ある写真が撮影された

場所が知りたい」という要求に応えることができる。

これに対して、近年では、非要求指向型のコンテンツ管理を

前提とする新しい環境が表れている (図 2)。非要求指向型のコ

ンテンツ管理環境の代表例として、デジタルフォトフレームが

ある。デジタルフォトフレームの目的は、個人が登録したデジ

タル写真を日常的に表示することであり、スライドショーで展

示されるのが一般的である。デジタル写真は、ユーザの情報要

求を満足させるために利用するのではない。ここでのデジタル

写真の目的は、表示しているデジタル写真をユーザが目に止め

た際に、ユーザに快適な印象を与えることである。この目的の

ためには、従来の要求指向型の管理手法とは異なるアプローチ

が必要である。

スライドショーは、デジタル写真の提示の代表的な手法の一

つである。従来のスライドショーでは、ファイル名や撮影日時

の順番に表示するのが一般的だった。この手法は、対象となる

デジタル写真に時系列的なつながりがある場合には有効である

が、対象とする写真集合の構成によっては、閲覧者に不自然な

印象を与えることがある。我々は、デジタル写真の意味情報を

利用して、ユーザにとって自然な印象を与えるデジタル写真の

スライドショーの提供が必要だと考える。

本論文では、手動もしくは自動でタグ付けが行われた個人の

保有する写真を対象とし、写真間の意味的関連性からスライ

ドショーを自動構成する手法を提案する。写真間の関連性は、

ウェブを知識として用いて写真のタグの共起から導出する。具

体的には、Web 上で共起度の高いタグを持つ写真同士の関連

性は高いと仮定し、シンプソン係数を利用して関連性を導出す

る。次に、数値の高い組み合わせを優先した経路を構築し、ス

ライドショーとして表示する。

本論文の構成は以下の通りである。第 2章で関連する研究を

紹介する。第 3章では、提案する手法の概要を説明する。第 4

章では、個人の保有する写真集合からスライドショーを構築す

るアルゴリズムについて述べる。第 5 章では実験と考察を示

し、第６章でまとめと今後の課題を述べる。

2. 関 連 研 究

本章では、本研究に関連する研究について述べる。

2. 1 非要求指向型コンテンツ管理

これまでにも、ユーザの情報要求の存在を前提としない非要

求指向型コンテンツ管理に関するいくつかの研究が行われて

きた。

Henzinger ら [3] はニュース記事を、ユーザにテレビやラジ

オのように受動的に閲覧させることを目的としたクエリフリー

なコンテンツ閲覧システムを提案している。このシステムでは、

テレビで放送されているニュースのテロップをもとに、関連す

るニュース記事をWebから検索し提示する。

手塚ら [4]、Ma ら [5] は、地域情報を提供する事を目的に、

ユーザによって地図インタフェース上に描かれたルートをたど

り、距離の近い地名を順に抽出し、抽出された地名を含んだ

図 1 要求指向型のコンテンツ管理
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図 2 非要求指向型のコンテンツ管理
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Webページを順に表示する手法を提案している。

本研究と上記の研究は、デジタルコンテンツの受動的な閲覧

のためにコンテンツを選定する点は類似している。しかし、本

研究は、デジタル写真に付与されたタグをもとに、効果的な写

真スライドショーを提示することを目標としているため、上記

の研究とは異なる。

森ら [6]、金ら [7]、石田ら [8] は、Web を知識として利用し

て、人間関係等のネットワークを抽出する手法を提案している。

これらの研究では、人物間の関連性を、Web上で人名の共起に

基づいて決定する。ここでは、共起が多いほど人物間の関連度

が高いと考える。共起はWeb検索のヒット件数によって求め、

関連度は Simpson係数により求めている。

本研究では、上記の研究と同様に、Webを知識として利用す

るが、対象とするのは人物間の関連ではなく、コンテンツ間の

関連である。また、本研究で重要なのは、単に関連を抽出する

だけでなく、抽出した関連度に基づいて効果的な写真スライド

ショーを構成することである。

2. 2 地理情報に基づくデジタルコンテンツの管理

デジタル写真の効果的な管理に関してはこれまでにも多くの

研究が行われてきた。

場 log [9]ではデジタル写真の撮影時の位置情報を使って写真

を管理し、閲覧する手法を提案している。このシステムでは、

撮影位置情報に基づいて、地図上に写真のサムネイルをマッピ

ングし、ユーザは地図を利用して写真のブラウジングを可能

である。このような地図を用いた閲覧方式は Google maps [10]

等のオンライン地図の出現により広く普及し、写真や動画、

Wikipedia [11] 等のコンテンツが地図上にマッピングされて

いる。

岩崎ら [12]、富山ら [13]、Spinelliら [14]、Naamanら [15]は、

写真に対してキーワード等のメタデータを自動的に付加する

手法を提案している。岩崎 [12]は、写真にキーワードを付加す

るために、撮影地と、撮影時の撮影者の姿勢を利用する手法を

提案している。ここでは、あらかじめ地図データベースにキー

ワードと、キーワードに対応する位置情報が組で登録されてい

る。写真にキーワードを対応付ける際には、地図データベース

のキーワードの位置と、写真が撮影された位置の関連性を調

べ、一定の関連性を持つキーワードをユーザに候補として提案

する。関連性を調べる際、ユーザの撮影時の姿勢から撮影され

た被写体の方位、仰角、距離等を考慮する。ユーザは提案され

たキーワードの中から、最適なキーワードを選択することによ

り、効率的に写真にタグ付け可能となる。ユーザは、対応付け

られたタグを用い写真を検索することができる。藤田ら [16]は

注視点を考慮した、デジタル写真の検索インタフェースを提案

している。このインタフェースでは、撮影地点だけではなく、

撮影の対象（被写体）を注視点として考慮する。ユーザは、地

図上のオブジェクトをクリックすることで、クリックしたオブ

ジェクトが被写体となっている写真を閲覧できる。すなわち、

このシステムでは、クリックされた地点を注視点として写真を

検索する。SpaceTag [17] は位置と時間の属性を持った仮想オ

ブジェクトを、ユーザがモバイル端末から閲覧・作成可能な公

図 3 従来の撮影日時順スライドショーの例

共の情報サービスシステムである。このシステムでは、仮想オ

ブジェクトは、特定の時間内で特定の場所でのみアクセスでき

るため、実空間上の特定の時間と場所に依存したモバイル端末

への情報提供を実現できる。

これらのシステムは、地図や地理情報を用い、直感的に写真

等のコンテンツへのアクセスを提供している。しかし、これら

は基本的に要求指向型のアプローチに基づいており、本研究で

想定するような非要求指向型の環境での利用を想定していない。

井口ら [18]は、TBIR（タグに基づく画像検索）とCBIR（内

容に基づく画像検索）の両方を用い、意味的に関連のある画像

と見た目の類似した画像の両方を検索できるシステムを提案し

ている。また、このシステムは、類似する画像へのタグの提案

も行い、ユーザが利用するに従ってラベリングが進み、検索精

度が向上していく。

本研究では、これらのような自動的なタグ付けが目的ではな

く、自動タグ付け手法やタグ付け補助手法によってタグ付けさ

れた写真を、有効的に活用することが目標である。

3. Insightful Slideshow の概要

本研究では、ユーザが管理するデジタル写真を対象に、ユー

ザにとってそれぞれのデジタル写真の価値が高まるような構成

のスライドショーとして、ユーザに提示する環境の実現を目標

としている。旅行などのごく短期間に撮影されたデジタル写真

のみを対象に構成する場合は、撮影日時順のスライドショーは、

旅の行程に従いっているため自然な印象を与えることが多い。

しかし、撮影日時の離れた写真が混在する場面では、一般的に

関連性が乏しく自然なスライドショーには成り難い。例えば図

3のように、撮影された年の違う写真からでは、撮影年順のス

ライドショーであっても自然な流れを感じられないことがある。

そのために、従来のランダムなスライドショーや日時順のス

ライドショーと異なる意味的関連性に基づいたスライドショー

を構成する。本研究を対象とする意味的関連性に基づいたスラ

イドショーは、ユーザにとってより自然な印象を与えることを

目標とする。

図 4は意味的な関連の近さをもとに構成されたスライドショー

の例である。この例では、「エッフェル塔」の写真に続いて、同

じ種類の建物である「東京タワー」の写真が提示される。同様

に、「東京タワー」の写真に続いて、同じ東京の「浅草」の写真

が提示される。続いて、仏教をつながりとした「大仏」の写真が

提示される。このように本論文で提案する意味的な関連性に基

づいて構成されたデジタル写真のスライドショーを Insightful

Slideshowと呼ぶ。

このように、本手法では撮影日時順では考慮されない様々

な意味的関連性を基にスライドショーを構成することにより、
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図 4 Insightful Slideshow の例

ユーザにより自然な流れのスライドショーを提示できる。ただ

し、意味内容に基づいて写真を直列化する場合、１枚目と２枚

目の関係と、２枚目と３枚目の関係が異なっているとユーザに

とって違和感が生まれる。例えば図 4では、「エッフェル塔」と

「東京タワー」と、「東京タワー」と「浅草」の関連性は強くて

もそれぞれ異質なものであり、「エッフェル塔」と「浅草」の関

連性は低い。ユーザがスライドショー全体を見た時、建物や東

京などの複数のつながりはテーマの一貫性に乏しく、ユーザに

とって自然とは言えない。そこで、非隣接の写真間の関連性を

考慮し、コンテクストを保証する拡張を行う。

4. Insightful Slideshowの構成手法

本章では、Insightful Slideshow を構成するために、デジタ

ル写真間の意味的な関連性を導出するための手法を述べる。次

に、導出された関連性に基づいて、スライドショーを構成する

手法を述べる。

4. 1 デジタル写真間の意味的関連性の導出

本手法では、タグ付けが行われたデジタル写真を対象にし、

関連性は、タグのWeb上の共起から導出する。例えば、Aと

いうタグを含むデジタル写真に関連するデジタル写真を見つけ

る場合、対象となるデジタル写真に付与されているタグに関し

て、タグ AとのWeb上での共起を調査する。タグのWeb上

での共起が多ければ、それぞれの写真同士の関連性は高いと考

える。単純な共起を利用した場合、それぞれのタグの出現頻度

が異なった場合に適切な関連性が取得できない。そこで、シン

プソン係数を利用する。

いま、対象となるデジタル写真集合に付与されたタグ集合を

T = {(t1, t2..., tn}) とする。そして写真 p に付与されたタグ

を tag(p)で表す。2枚のデジタル写真 p1, p2 の関連性の強さ S

を、シンプソン係数を利用して以下のように定義する。

S(p1, p2) =
page(tag(p1)) ∩ page(tag(p2))

min(|page(tag(p1))|, |page(tag(p2))|)
(1)

ここで、page(ti) はタグ ti を含むWebページ集合である。

S(ti, tj) の大きいものほど、タグ同士 (tag(pi) と tag(pj)) の

結びつきが強く、そのタグを持つ写真同士の関連性も高いと考

える。

4. 2 デジタル写真の選別と順序付け

いま、デジタル写真の集合から、スライドショーを構成する

ことを考える。まお、それぞれのデジタル写真は一つのスライ

ドショー内で一回しか出現しないものとする。我々は、スライ

ドショーにおいて、意味的関連性の高いデジタル写真を連続的

に表示すれば、ユーザに自然な印象を与えると考える。そこで、

デジタル写真をノードとし、それぞれの写真間の意味的な関連

の強さをエッジとするようなネットワークを考え、そのネット

ワーク上で、関連性の高いエッジから構成される経路が、ユー

ザに効果的な印象をあたえるデジタル写真提示の順番と考え

る。上に基づいて個々の経路の重みが最大となる経路を発見で

きれば、最適な経路を構成できる。

しかし、全ての組み合わせから最適解を求めるのは NP困難

である。最適な経路を構成するために、全てのデジタル写真間

でのネットワーク考える場合、ネットワークは複雑になる。例

えば、50枚の写真からスライドショーのための意味的写真ネッ

トワークから経路を構築するとする。ネットワークでのノード

は 50個、エッジは 1225個になる。このネットワークでの最短

経路を考えるとなると、3.04140932× 1064 乗通りの組み合わ

せから考える必要がある。このために、近似解法として、最近

近傍法 (nearest neighbor method) [19]を用いる。以下の手順

で経路を決定する。

（ 1） 写真をノード、写真間の関連をエッジとして表現した

ネットワークを考える。ノード p1 と p2 の間のエッジは (p1, p2)

と表す。

（ 2） ネットワークでのすべてのエッジの重みを算出する。

エッジ (p1, p2) の重み S(p1, p2) はシンプソン係数で算出する。

（ 3） 重み (S(p1, p2) が閾値以下のエッジ (p1, p2) は刈り

込む。

（ 4） ネットワークの全ノードは未訪問ノードリスト V に

記録される。

（ 5） それぞれのエッジ (p1, p2) の距離 D(p1, p2) は式 2に

より求める。

D(p1, p2) =
1

1 + S(p1, p2)
(2)

（ 6） 両端末ノードから V に含まれる未訪問ノードに伸び

るエッジのうち、距離が最短となるエッジを選定する。繋がっ

たエッジは V から取り除く。

（ 7） V が空になるまでステップ 6を繰り返す。

図 5はこのプロセスの全体像を示す。円は写真、細い線は関

連性、太い線はルートパスを表している。

上記のアルゴリズムによって構成されるルートは最短経路

ではない。ダイクストラ法を用いることで、最短経路を構築

できるが、写真のスライドショーを構成する場合には、最短経

路がユーザにとって適切な印象を与えるスライドショーとは限

らない。例えば、図 6 に示すような、ノード A からノード B

までの 2種類の経路 X,Yについて考える。両方の経路はとも

図 5 経路の選択
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図 6 最近近傍法とダイクストラ法による経路選択の例

図 7 写真の意味的ネットワークの例

に、開始ノードが A であり、B が末端ノードである。経路 X

は A⇒ α ⇒ β ⇒Bであり、長さは 11である。一方、経路 Y

の長さは 10である。Yの方が長さは短いが、Xの方が適切な

スライドショーを構成することが可能であると考えられる。な

ぜなら、経路 Xでは連続する写真間の重みが、経路 Yの写真

間の重みよりも小さいからである。スライドショーを構成する

2写真間の関連が強いほど、ユーザに対する印象が自然である

と考える。そのため、本研究では、常に最短となるエッジを探

索し順につないでいく手法である最近傍法を用いて経路を決定

する。

4. 3 スライドショーの構成例

ここでは本手法を基にスライドショーを構成する例を示す。

図 7は 4枚のデジタル写真を対象として構成されたネットワー

クである。それぞれのデジタル写真には 1 つのタグが付与さ

れている。付与されているタグは、「エッフェル塔」、「東京タ

ワー」、「浅草」、「大仏」である。上記のタグを利用してシン

プソン係数を使い、全ての写真の組み合わせについて関連度と

距離を決めた。本研究では、タグを含むWebページ数を取得

するために、検索エンジンとして Yahoo!JAPAN [20]を利用し

た。表 1に結果を示す。矢印横の数値が距離である。

図 8は上記の結果により構成されたスライドショーである。

矢印は 2枚の写真の表示される順番を表し、矢印の上の数値は

写真間の距離を表す。スライドショーの隣接する写真間で、意

味的な関連性を直感的に推測できる。

表 1 写真間のシンプソン係数と距離の例

rank タグ 1 タグ 2 シンプソン係数 距離

1 東京タワー 浅草 0.0798 0.9261

2 エッフェル塔 東京タワー 0.0587 0.9446

3 東京タワー 大仏 0.0341 0.9670

4 浅草 大仏 0.0334 0.9681

5 エッフェル塔 浅草 0.0269 0.9738

6 エッフェル塔 大仏 0.0192 0.9812

図 8 本手法により生成されたスライドショー
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図 9 コンテクストを考慮した関連度の計算

4. 4 コンテクストを考慮したスライドショーの構築

以上の手法により D(p, p + 1)をもとに距離の短いノードを

推薦すると、隣接する写真間での関連性は保証される。ただ

し、非隣接の写真間では関連性が保証されない。これは、ネッ

トワーク上で 2 枚目と 3 枚目の写真をつなぐ 2 つ目のノード

を推薦する時に、1つ目のノードによりつながれた 1枚目と 2

枚目の写真の関連性の内容を考慮していないためである。例え

ば、図 8 のように、1、2 枚目は塔を関連とする写真が順に推

薦されていくが、3枚目では 2枚目と東京を関連とした写真が

推薦される。1～2枚目と 2～3枚目で関連性の内容が全く異な

る。また、1枚目と 3枚目では関連性が低く、スライドショー

に違和感が生まれる。スライドショーの自然な流れを考える上

で非隣接の写真間でも関連性を保証する必要がある。

そこで、上の手法に加え、発展として、コンテクストを考慮

した手法を提案する。図 9に示すような場合、k 個目のエッジ

を決めるにあたり、k − 1との距離のみならず、k − 2との距離

も考慮する。

2個前のエッジとの距離も考慮することにより、確定したノー

ドでの関連性の内容を継承するようなノードが候補ノードから

選択される。連続してこの選択が行われることで、最終的にス

ライドショー全体にわたり関連性を保証することができる。

5. 実 験

提案手法の有効性を評価するために被験者実験を行った。そ

れぞれ 30 枚のタグ付けされたデジタル写真から構成される 3

つの集合を用意し、それぞれの集合から、ランダムに構成され

たスライドショー、撮影日時順に並べられたスライドショー、

本手法を用いコンテクストは考慮しないスライドショー、本手
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図 10 4 種類のスライドショーに対する評価値の平均
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図 11 それぞれの集合における評価値の平均

法を用いコンテクストも考慮するスライドショーを生成した。

なお、デジタル写真へのタグ付けは撮影者が行った。計 12個

のスライドショーを被験者 7人にランダムな順番で提示し、そ

れぞれのスライドショーに関して、「スライドショーの自然さを

10点満点で評価して下さい」という質問を被験者に与え、回答

を集計した。

5. 1 実 験 結 果

結果を図 10と図 11に示す。

図 10から、全体での評価の平均を見ると、いずれの提案手

法もランダムや時間順の手法より良い評価を得ている。特に、

コンテクストを考慮した提案手法では平均点 8点の高い評価が

得られた。また、t検定を用いて、異なる手法で構成されたス

ライドショーの組み合わせに対して、それぞれの手法で構成さ

れたスライドショーの評価に有意義な差があるかどうかを調査

した。その結果、ランダムなスライドショーとコンテクストを

考慮した提案手法において 1 % 以下の有意水準での有意差を

認めらた。また、提案手法 1（コンテクストを考慮しない）と

提案手法 2（コンテクストを考慮する）についても有意差が認

められた。

次に、図 11に、それぞれの集合ごとの結果を示す。全ての写

真集合に関して、提案手法によって構成されたスライドショー

はランダムな順番で構成されたスライドショーよりも高い評価

を得ている。また、コンテクストを考慮したスライドショーは、

コンテクストを考慮していないスライドショーと同一かより高

い評価を得ている。

集合 1、集合 3に関しては、提案手法のほうが、撮影日時に

基づくスライドショーよりも良い評価を得ている。集合 2につ

いては、提案手法よりも、撮影日時順のスライドショーが最も

高い評価を得ているが、これは、集合 2 が短期間の旅行中に

撮影された写真を多く含み、生成されるスライドショーも主に

地理的な関連性の高い写真により構成されたためと考えられ

る。しかし、集合 1、集合 2に関しては、撮影日時順のスライ

ドショーはランダムな順序のスライドショーよりも低い評価と

なっており、常に撮影日時順がよい結果になるとは限らない。

t検定による有意差の検証では、集合により異なる結果が得

られた。集合 3 では、ランダムな順番で構成されたスライド

ショーに対しコンテクストを考慮した提案手法が 5 % 以下の

有意水準を持ち、撮影日時に基づくスライドショーに対しコン

テクストを考慮しない提案手法が 1 % 以下の有意水準と、良好

な結果を得られている。しかし、集合により有意水準に差が見

られ、全体としては安定した結果を得られていない。

表 2 スライドショーの写真枚数

集合 スライドショーの種類 写真枚数

集合 1 ランダム 10

撮影日時順 10

提案手法 (コンテクスト無) 8

提案手法 (コンテクスト有) 4

集合 2 ランダム 10

撮影日時順 10

提案手法 (コンテクスト無) 5

提案手法 (コンテクスト有) 6

集合 3 ランダム 10

撮影日時順 10

提案手法 (コンテクスト無) 10

提案手法 (コンテクスト有) 10

また、生成されたスライドショーの写真枚数を比較する (2)。

本実験では、30枚の写真から、最大 10枚の写真からスライド

ショーを構成することを考えた。しかし、提案手法においては、

関連する写真を探索する過程で閾値により一定の値を下回るも

のは関連性を認めず候補としないため、候補が存在しなくなっ

た時点で探索を終了しスライドショーとした。これにより関連

性の保てる範囲でのスライドショーが生成される。そのため、

集合 1と集合 2では、ランダムなスライドショーと撮影日時順

のスライドショーと比較して、本手法のスライドショーでは構

成枚数が少なかった。また、コンテクストを考慮したスライド

ショーは、考慮しないスライドショーと比較して、写真枚数が

変化している。これは、コンテクストを考慮することにより、

隣接の写真のみならず非隣接の写真とも関連する写真を選定す

るためである。例えば、集合 1では、スライドショー全体と関

連性の低い写真が除外されている。一方、集合 2では、新たに

スライドショー全体との関連性を持つ写真がスライドショーに

追加されている。

5. 2 考 察

ユーザに快適な印象を与えるという目的に対して、実験で

のランダムな順序のスライドショーとの比較により、提案手法

の有効性を示せた。また、時間順のスライドショーとの比較で

も、時間順のスライドショーは集合内の写真の撮影日時の散ら

ばり具合によって評価が大きく変化するのに対して、提案手法

によって構成されたスライドショーは安定した評価を得た。ま
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たコンテクストを考慮することにより評価が向上した。

一方、スライドショーとして提示するには写真の枚数が少な

い場合もあった。この原因として、プロトタイププログラムの

制約上、候補となる写真母集合が 30枚と小規模にせざるを得

なかったことが挙げられる。また、t検定では、一部では有意

差を示せたが、全体に安定して得る事が出来なかった。集合と

被験者数を変化させ、有意差を調査することが求められる。今

後、プログラムを改善し、大規模写真母集合を対象に実験を行

う必要がある。

6. ま と め

本論文では、ユーザの明示的な操作なしに、ユーザに自然な

印象を与えるデジタル写真のスライドショーを自動で生成する

手法を提案した。この手法では、ウェブを知識としてデジタル

写真に付与されたタグの共起から、ユーザが意味的な連続性を

認めることのできる、自然な流れのスライドショーを提示する。

評価実験では、従来のランダムなスライドショーや時間順のス

ライドショーと比較して、本手法の有効性を示すことができた。

今後の予定として、大規模な写真集合を利用した実験による評

価があげられる。

本手法の発展について述べる。まず、今回は 1枚の写真に対

してタグを 1つ付与し写真間の関連性を導出したが、写真に対

し複数のタグを付与した状況から写真間の様々な関連性を導出

できるような拡張が考えられる。複数のタグを考慮することで

1枚の写真の多様性を考慮し、より自然なスライドショーを構

築できると考える。

また、スライドショーにストーリー性を与えることが考えら

れる。写真に連続性を持たせるだけでなく、途中で意図的な変

化を与えることで、よりユーザの興味を喚起することが可能

になると思われる。意図的な変化を与えるためには、写真間か

らユーザの想定外の関連性を導出する必要がある。これには、

ユーザの保有する写真から大局的なコンテクストを抽出し、そ

れに反する局所的コンテクストから関連性を導出するなどの方

法が考えられる。その上でストーリー性を持たせるために、ス

ライドショー内の複数の変化には共通のテーマや規則性を持た

せる必要がある。

本研究では、ユーザ個人の写真コンテンツに限定した。ま

た、よりユーザにとって自然な、ユーザの感覚に合うスライド

ショーを構築することを目標としている。しかし、本手法は

Web全体を知識としたため抽出されるのは一般的な関連性であ

り、ユーザに最適化されていない。ユーザのブログなどを利用

し、ユーザの理解可能な関連性に限定したスライドショー構築

を考えたい。

今後、本手法を発展させることで、写真以外の様々な種類の

デジタルコンテンツでの、効果的な情報提供に応用できると考

えられる。例えば、ユーザが「九州国立博物館」のニュースを

見ていると、続いて、昔訪れた思い出の写真「大宰府天満宮」

が表示され、「大宰府天満宮」に関する解説や CMが表示され

る。ユーザは社会の情報と個人の情報を交ぜた、複合コンテン

ツを楽しむことができる。具体的には、ユーザの現在の状況に

応じ、連続性の高い経路を作成する。また、写真から CMや映

像、ニュースや音楽から写真へというように、メディアを横断

して変化する、複合コンテンツを考えることも重要であると思

われる。
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