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リッチメディア解析と配信技術
Rich media analysis and delivery technology
要

旨
リッチメディアの利用が普及し、単に動画を視聴するというだ

【キーワード】
リッチメディア、動画要約、動画マーケティン

けの機能提供では、価値が十分ではなくなっている。我々は、新た

グ、適応的動画配信、MPEG-DASH、サムネー
ル画像、高画質ズーム

な価値提供を目指し、多くの動画がある中で特定の動画を注目さ
せるためのサムネール画像を自動で選ぶ「自動選定技術」と、動画
視聴に伴うデータトラフィックの増加とその影響で、円滑に動画
視聴できなくなる問題に対応する「適応的動画配信技術」を提案す
る。この技術は、従来人手により行っていたサムネール画像の選定
を自動化し、個々人の嗜好に合わせて動画内容への注意を喚起す
ることを可能にする。また、通信インフラ利用のコスト増とネット
ワーク逼迫による動画再生停止などの体感品質の劣化を同時に抑
制し、いつでもどこでも快適に動画視聴を行いたいという要望に
応える。

Abstract
As the use of rich media gains in popularity, simply making video

【Keywords】
video

content available for viewing online is no longer sufficient in

marketing, adaptive video streaming, MPEGDASH, thumbnail images, high-quality zooming.

maintaining a competitive edge in the market. To further enhance

rich

media,

video

summarization,

the effectiveness of video content, Fuji Xerox proposes two
supplementary features. The first is an automated thumbnail
selection technology that extracts relevant thumbnail images from
videos to draw users’ attention to specific video content. This
technology automates the thumbnail selection process by
extracting images that are determined to be appealing to users
based on their individual preferences, thus eliminating the need to
manually select images. The second feature is an adaptive video
streaming technology that alleviates the negative effects of network
congestion on the user viewing experience by suppressing
increases in data traffic caused by video playback. This feature also
reduces communication costs while maintaining continuous video
playback, making it possible to provide a stressless viewing
experience to users, irrespective of their location or time of viewing.
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1. はじめに

2. リッチメディア解析と配信

動画に代表されるリッチメディアは、個人向けエンターテイ

2.1

富士ゼロックスのこれまでの取り組み

メント用途にとどまらず、企業内の社員教育や技術伝承、お客

富士ゼロックスでは、リッチメディアの持つ伝達力や説得力

様に対する広告宣伝や商品の詳細説明、動画マーケティングな

を活用して人と人とのコミュニケーションを支援する研究技

どさまざまな場面で利用が広がっている。背景として、イン

術開発に取り組んできた。利用者からの要望の全体像を図1に

ターネットの高速化や、スマートフォンなどのモバイル機器の

示す。社員教育と情報共有を主な用途とした動画管理システム

普及により、いつでもどこでも動画を視聴できる環境が整って

MediaDEPOを開発した15)。ユーザーが動画の内容を簡単に把

9)

きたことが大きい 。リッチメディアの利用拡大に伴い、企業

握し、見たいところを早く見つける支援をする技術を利用した

が動画共有サイトに登録する動画数も近年大きく増加している。

ユ ー ザ ー イ ン タ ー フ ェ イ ス を 提 案 し た 3),5),14) 。 一 部 は

増え続ける動画に対し、見たい箇所を短時間で探し出せるよ

MediaDEPOの機能として組み込まれている。また、講義動画

4)

うにする研究が盛んに行われてきた 。こうした研究事例の多

を解析しスライド中の文字を検索できるようにする技術10)や、

くは、利用者が知りたい情報についてキーワードを入力すると、

少ないサンプル画像から効率よく共通項を見つけ出して学習

関連する動画をデータベースより検索して提示することを想

し自動でラベルづけする技術17)を提案し、テキスト入力による

定している。動画とキーワードを自動で対応づけするために、

動画や静止画の検索を可能としてきた。

動画中のナレーションの音声認識、映像中の文字領域の検出、
映像中の人物の顔認識やオブジェクト、状況の自動認識などさ

コンテンツ作成支援として、講義やプレゼンテーションを簡
易に記録し配信用コンテンツを作成するツール19)や、専門の動

1)

画作成者でないユーザーによる撮影編集を支援するツール11),16)

その一方で、動画を利用するために必要な技術は検索にかぎ

を提案した。さらに、会議室や建物内の活動を撮影し動画コン

らないことがわかってきた。たとえば、広告宣伝のための動画

テンツとしてあとから参照できるシステム12),18)を構築した。動

は、検索されるのを待つのではなく、興味を喚起する魅力的な

画コンテンツを紙媒体から参照できる技術も提案した13)。

まざまな技術が提案されてきた 。

サムネール画像を人手で選び提示し、視聴を誘導している。コ
ンテンツ自体も、ターゲットに合わせて人手で作成されている。

2.2

動画視聴者の体験向上を支援する技術

このような人手の作業はコストがかかり、対応できる数も限ら

動画の利用を包括的に支援するソリューションを提供する

れる。モバイル機器で動画を視聴する場面では、不安定なモバ

ために、これまでの取り組みに加えて、動画視聴者の体験の質

イル通信回線のため動画再生が停止したり、待ち時間が発生し

を高める技術を提案する。具体的には、視聴者の嗜好に応じて

たりして視聴体験の品質が確保できていない。また、膨大な

代表画像を選定する技術と、モバイル機器における動画視聴の

データ量に起因する通信コストの負担も無視できない。

快適性と通信データ抑制を両立する技術に新たに取り組んだ。

本稿では、従来の動画検索のほかに、新たに必要性が見えて
きたリッチメディアの解析と配信技術について紹介する。

個人の嗜好に合わせて動画内容を提示する技術により、従来
は人手により行っていたサムネール画像の選定を自動化し、
個々人の嗜好に合わせて動画内容への注意を喚起する。これに

コンテンツ作成

作り手の要望
・感嘆にコンテンツが
作成できる

ホスティングおよび管理

・視聴可能にする
・アクセス管理する
・視聴履歴を把握する
・視聴者の特性を知る

動画の発見

受け手の要望
・検索される
・興味を惹く

・検索ができる

快適な視聴

・いつでもどこでも視聴できる
・内容を短時間で把握する
・通信コストを抑制する
・円滑に再生できる

図1 リッチメディア解析および配信技術のスコープ
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より、視聴者は興味を惹く動画を発見しやすくなる。

こうした多様な嗜好を考慮し、個人に合わせることが望ましい。

また、適応的動画配信技術により、増大するデータトラ

複数の概念を含む個人の嗜好情報を、そのまま既存の動画検索

フィックに伴い発生する通信インフラ利用費の増加とネット

エンジンへ入力しても良い結果は得られない。通常の検索エン

ワーク逼迫による動画再生停止などの体感品質の劣化を同時

ジンに対し、概念の異なる複数のキーワードを入力しても、

に抑制し、いつでもどこでも快適に動画視聴を行いたいという

キーワードのいずれかに対応した結果しか返さない。この場合

要望に応える。

は、検索結果の上位が特定のキーワードにしか対応していな
かったりするなど期待と異なる挙動を示す。

3. 個人の嗜好に合わせた動画内容提示技術
3.1

背景

この問題に対応するために、上位概念と下位概念の二層によ
り個人嗜好を表現する手法を導入した。個人の嗜好を、上位概
念への関心度 Wi (i=1,...,M)と、i番めの上位概念に属する下位概

動画マーケティングが企業における動画利用目的の主要な

念への関心度 w j (j=1,...,N)として表現する。個人の嗜好と動画

一つとなっている。潜在的なお客様に対して商品やサービスに

内容の合致度を判定する場合に、上位概念と下位概念双方を考

関する情報をプッシュ型で提供することで、購買行動を促して

慮することで、特定の事象に偏らない選定が行えることが期待

いる。動画は、他のメディアによる情報提供と比べて、訴求力

できる。この表現を用いた動画およびサムネール画像選定の手

が高く購買行動につながる確率が高いことが示されており、い

順を図2を用いて説明する。各関心度の求め方については、前

かに視聴してもらえるかが鍵となっている。

述の嗜好推定やアンケートからの直接入力などが考えられる

提供する商品やサービスについて知らない潜在的なお客様

が、本稿では扱わない。

がそれらを検索することは考えにくく、動画提供側から情報を

① 動画をセグメントに分割する。データベースに登録された各

発信する必要がある。そのために、興味を喚起する魅力的なサ

動画に対し、等間隔でフレーム画像を取り出し画像特徴量を

ムネール画像を選定し提示する手法がよく採用されている。し

算出する。この特徴量に基づきフレーム画像をクラスタリン

かし、サムネール画像の選定は人手で行っているためコストが

グし、連続したフレーム画像が異なるクラスタに属する箇所

かかり、個々の潜在的なお客様が持つ嗜好に合わせることは困

を切れ目として動画をセグメントに分ける。

難である。個人ごとの嗜好に合わせて動画を選定し、さらにサ
ムネール画像の選定まで自動で行う技術が必要となる。

② セグメント内容を解析する。各セグメントの中間点に最も近
いフレーム画像を代表画像として抽出する。この代表画像に
対し、前出の下位概念に対応する画像識別器を適用し、N次

3.2

課題および技術

元のセグメントベクトル

sk

(sl1k , sl2k ,..., slNk ) を作成する。ここ

るようになってきている20)。こうして得られる個人の嗜好を用

で li は、k番めの動画におけるl番めのセグメントに対しi番
めの下位概念が含まれる度合いを示す。

いることで、より効果的に情報提供を行うことができると考え

③ 1つの動画に含まれるすべてのセグメントの情報を

近年、SNSへの書き込みなど利用して個人の嗜好を推定でき

k

k

られる。たとえば、観光旅行を計画している人は、観光名所、

si あ=あmax
あ
あ あsliあ に よ り 統 合 し た N 次 元 の 動 画 ベ ク ト ル

食事、宿、アクティビティなど個人によって興味の対象が異な

あああああああ
1 2
N を作成する。

l

(s k , s k ,..., s k )

る。観光名所の中でも、景色を重視するか、歴史的建造物を重

④ 嗜好情報と合致する動画をデータベースから選定する。式

視するかはさまざまである。観光地の動画を推奨する場合は、

(1)を用いてk番めの動画に対する合致度スコア vk を算出す
選定結果

①動画をセグメ
ントに分割

②セグメント代表
画像にラベル付与

動画
データベース

動画
③セグメント情報
を統合し動画ベク
トル作成

NS書込み
購買履歴
アンケート入力など

④嗜好に合致する
動画選定

視聴者の
嗜好情報

⑤嗜好に合致する
サムネール画像選定

図2 個人の嗜好に合わせた動画およびサムネール画像の選定
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概念の合致度を表す。それぞれが合致度スコアに寄与する割
合を α :1− α としている。

vk = α ∑ max wij s kj + (1− α )∑Wi max wij s kj
j

i

i

(1)

提案手法の結果

る。ここで第一項は下位概念の合致度を表し、第二項は上位

j

に並べ替えて上位の動画を選定する。
⑤ サムネール画像を選定する。前ステップで得られた各動画中
のセグメントについて、前ステップと同様に式(2)を用いて
嗜好情報との合致度スコア vl を計算する。合致度スコア

既存手法の結果

すべての動画について合致度スコア vk を計算し、大きい順

図3 「歴史」と「グルメ」の組み合わせに対する画像の選定例

aaが最大となるセグメントを特定したあとに、最も関連の
vl
強い上位概念に対する嗜好 W を半減し、合致度スコアを再

含まれている場合、提案手法のほうが良好な結果が得られるこ

計算する手続きを必要なサムネール画像の数だけ繰り返す。

とを確認した。例として、
「歴史」と「グルメ」を入力した結果

嗜好値の半減と合致度スコア計算を繰り返すことで、同一概

を図3に示す。図3で上の二段は提案手法による選定結果であ

念の画像が上位を占めることが回避できる。

り、
「歴史」と「グルメ」の2つの概念が含まれている。下の二

i

vl = α ∑ max w s + (1− α )∑Wi max w s
j

3.3

i

k
ij ljj

i

j

k
ij ljj

(2)

検証方法と結果

段は一般的な内積計算による選定結果で、
「グルメ」に偏った画
像選定がされている。

3.4

議論

前節に示した手順を実際の動画に適用し、個人の嗜好に基づ

提案手法を実環境で利用するには、用途に応じた上位概念と

く動画選定およびサムネール画像選定を行うシステムを構築

下位概念の設定と、対応する画像識別器の作成を都度行わなけ

した。対象としてインターネット上に公開されている日本の観

ればならない。しかし、適用するアプリケーション領域ごとに

光振興に関する動画約200本を用いた。観光に関する紹介を行

共通化ができることが想定されるため、利用が増えるほど初期

うことを前提とし、観光目的に関する上位概念となる単語15

作業の負荷は減少すると考えられる。また、ImageNet2)など既

個と、下位概念となる単語を100個をあらかじめ定義した。表

存の画像と関連づけたオントロジー研究が進んでおり、階層構

1に一部を示す。下位概念として定義した単語それぞれに対し

成を持つ一般的な概念に対応する画像識別器の構築に必要な

て、インターネット上の検索エンジンに入力して画像を100枚

データが入手できるようになってきている。こうした研究の成

取得し、得られた画像を教師データとして機械学習を用いて画

果を利用することによって、適用分野に依存する特殊な概念へ

像識別器を作成した。画像識別器は、入力画像と学習した単語

のみ対応すればよくなり、初期作業負荷の軽減が期待できる。

が合致すると合致度に応じた正の値を返す。教師データとは別
に単語ごとに10枚用意したテスト画像を用いて識別器の性能
を評価したところ、正当率は8割弱となった。
動作検証のため、嗜好情報を直接入力するインターフェイス

3.5

今後の展望

先に述べた評価結果は定性的な性能確認にとどまっている。
今後、ユーザー評価実験により定量的に性能を確認することを

を用意し、入力した嗜好情報の細かな違いに応じて期待どおり

予定している。さらに、実際のマーケティングデータを用いて、

の動画選定とサムネール画像の選定が行われることを確認し

動画視聴への誘導にどの程度効果があるかも検証しなければ

た。また、同じ入力を用いて、一般的なベクトル内積計算によ

ならない。

る結果と提案手法の差異を検証した。嗜好情報に複数の概念が

音声など視覚情報以外の情報も用いて個人の需要にあった推

表1 観光目的に関する単語群（抜粋）
上位概念

今回は視覚情報にのみ基づき動画の選定を行った。実際には

下位概念

薦を行うことも求められる。たとえば教育用途の動画など、視

グルメ

カフェ、スイーツ、寿司、そばうどん、お酒

覚的には必ずしも特徴的ではない動画に対しても、視聴へ誘導

アクティビティ

スキー、スキューバダイビング、スポーツ観戦

できる魅力的なサムネール画像を自動で作成することは、新た

歴史

遺跡、寺、神社、城

自然

花見、紅葉、雪景色、山、鍾乳洞

な挑戦となる。

温泉

露天風呂、温泉
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この複数提案されている適応的動画配信方式の中で近年活発

4. 適応的動画配信技術
4.1

に標準化が進んでいるのがMPEG-DASHである。MPEG-

モバイル動画視聴の課題と適応的配信

DASH（単にDASHとも称される）は、2012年4月に国際標

動画利用の普及とともにデータトラフィックの増加がモバ

準化機構ISO/IEC23009で標準化され、MPEGーDASH再生

イル通信ネットワークを逼迫している。これによりインフラ増

お よ び 制 御 が 可 能 と な る HTML5の MSE （ Media Source

強が必要となりその費用を補うためモバイル基本利用料金の

Extensions）が主要ブラウザに搭載された。さらに、オープン

増加、あるいは事実上従量制となっている通信費の増大が生じ

ソースであることから、独自の機能やアルゴリズムを加えるこ

ている。また、視聴者への直接的な影響として体感品質の劣化

とが可能であり、加えて、知的財産権の共同ライセンス化の動

も招いており、いまだモバイル環境で自由に動画を視聴できる

き23)から商用利用の障壁が下がり、体感品質の良好な動画視聴

環境が十分に整っているとは言えない状況である。

がさまざまなデバイス、OS等、幅広い環境のもとで実現できる

ネットワークが輻輳している状態における動画視聴は、配信
サーバーからクライアントへ再生に十分なデータが供給され
ず、そのために再生の開始が遅れたり、途中で止まったり（ス

ものと期待されている。
我々は、このMPEG-DASHに着目し、モバイル機器での動
画視聴を意識した動画配信および視聴の検討を行った。

トール）、画像乱れが生じたりする。これらは視聴者の体感品質
を大きく劣化させる。加えて、動画表示領域の解像度が大きす

4.2

MPEG-DASHによるモバイル向け動画配信

ぎる場合、ダウンロード量が増加し、通信量の増大を招く。こ

動画視聴においてユーザー体感品質を劣化させる代表的な

れらの原因は、ネットワーク状態や視聴デバイスに対し動画の

例は、再生開始が遅い、画質が悪い、再生中に止まる等が挙げ

仕様が適していないケースが多い。これらの課題を解決する手

られる。これらの原因は、配信サーバーとクライアント間の帯

法として、変化するネットワーク状態やデバイスの情報から、

域が不十分なためであることが多い。このため、MPEG-DASH

都度適切な動画サイズを選択する「適応的動画配信（Adaptive

では、ネットワーク状態、とりわけ帯域を検知しつつ、それに

Video Streaming）」が提案されている。

合わせてビットレートを変更する手法がよく使われている。す
等が提案

なわち、帯域が狭いケースには低ビットレートを、十分広い

する方式と、オープンソースとして開発が進められているMPEG-

ケースには、高ビットレートを選択する。これにより、視聴中

21)

適応的動画配信は、Apple社

22)

やマイクロソフト社

等が

の一時停止や開始の遅延の問題に一定の効果が得られる。しか

挙げられる。これらは対応するOS、ウェブブラウザー等に違い

し、単にこれをモバイルネットワークに適用すると、下記の問

があり、互換性を有しないが、次に示す共通した特徴と機能を

題に直面する。

有している。プロトコルにはHTTPストリーミングを採用し、

1. モバイルネットワークの帯域の変化は大きく、追随できない

7), 8)

DASH（Dynamic Adaptive Streaming over HTTP）

従来のプッシュ型専用ストリーミングサーバーを不要とした。

ケースがある

動画ファイルは、同一コンテンツで、段階的に異なるビット

2. 十分な帯域が確保できるとき、通信量が不必要に増大する

レートを複数用意し、さらにそれぞれ数秒単位の同一間隔のセ

3. 低ビットレートでは、画像が劣化するシーンが発生する

グメントに分割する。これらの分割ファイルの特性やURL等を

4. 早送り時に再生が停止する

記述したマニフェストファイルも合わせてhttpサーバーに設

これら4つの問題を解決するため、我々はそれぞれに次の施

置し、クライアントは、そのマニフェストファイルを取得して

策を講じた。

ビットレートの選択を行い、サーバーよりセグメントデータを

1. ネットワーク帯域は短周期で大きく変動するため、帯域を検
知した時点でその値はすでに変化してしまっていることが

順にダウンロードし、再生する（図4）
。

しばしばある。そのため、動画のクライアント側にバッ
ファーを設け、帯域変動をある程度吸収させた。また随時
バッファー量をチェックし、量が減少したときには、動画停
止を予測し低いビットレートの動画に切り替えた。

配信サーバー
High
Bitrate
Middle
Low

2. 視聴しているウィンドウサイズを検知し、それに適した解像
bitrate

度と対応するビットレートを選択させた。これにより、帯域

H
M
L

が十分に確保できているケースにおいても過分な解像度を
再生時間

図4 適応的動画配信
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選択せず、画質を保持しつつ低いビットレートを選択可能と
なる。
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通常ズーム

拡大

画面サイズ

バッファー量

帯域

再生速度

画質
高解像度ズーム

図5 MPEG—DASHのビットレート選択に適用したパラメーター
高画質提供

3. 元の動画からビットレートの異なる複数の動画へ変換する

高画質要求

工程で、短周期な変化や、色情報を多く含むシーンでは、フ
レーム間情報差異が大きくなり、符号化効率が低下する。そ

図6 高画質ズーム

のためビットレートを固定すると、特に低ビットレートで画
質が劣化し、体感品質の低下を招く。これを回避するため、

すると、該当フレームをサーバーに要求し、サーバーは、保有

低ビットレート用に変換した動画の画質が体感品質に与え

する最高画質の動画から、該当フレームを抽出しクライアント

る影響を評価し、劣化が大きい箇所は帯域が許容数する範囲

に送信し表示する（図6）。一般的には、動画の拡大は表示ビッ

でより高いビットレート用の動画を用いて画質を確保する

トレートを拡大したものであり、鮮明な画質が得られないこと

手法を導入した。変換前の元動画ファイルとビットレート変

があるが、本手法を用いることにより、高解像度が得られ、取

換後の動画ファイルから同一時刻のフレームを周期的に抽

得できなかった新たな情報を得ることができる。これは、さま

出し、静止画の構造的比較を行う。元動画フレームからの構

ざまなアプリケーション、たとえば、セキュリティーやオンラ

造的な差異に応じた画質指数を用いて各時刻の体感品質の

インラーニング等に適用可能と考えられる。

低下を予測し、あらかじめ設定した閾値を下回らないように

4.4

する。

社内動画配信トライアル

4. 再生速度（PBR：Play Back Rate）によってもビットレー

前述の適応的動画配信の効果を検証するため、社内動画配信

トを変化させた。早送り（PBRが1以上）では、単位時間あ

システムを構築した。通信トラフィックをより現実に近づける

たりのダウンロード量は増加し、またクライアント側の復号

ため、社内複数拠点、部門から選ばれた合計100人程度を対象

処理も高速になるため、再生停止を招きやすい。一般的に、

とし、期間を設定してトライアルを実施した。コンテンツとし

早送り時には、視聴者目的シーンを探したり、内容の概略を

て、長さや場面が変わる頻度の多様性を考慮し、社内の技術紹

把握したりすることが目的であることが多く、画質は重要視

介や、国内外の部門紹介、経営層からのメッセージ等を掲載し

されない。そのため、早送り時には前記画質指数を利用して

た。動画変換パラメーターは全コンテンツに対して固定とし、

最低限必要な画質を確保しつつビットレートを減少させた。

ビットレートは、200kbpsから2000kbpsまで5段階を設定

一方、スローモーション時（PBRが1.0未満）のケースでは、

した。ユーザーが動画をアップロードすると、サーバー側では

視聴者が細部まで詳細に視聴することを求めており、また

ビットレート変換、セグメント分割、マニフェストファイルの

サーバーからの単位時間あたりの通信量も減少するため再

作成、変換された動画の画質指数取得、サムネールの作成を自

生が停止する確率も下がることから、ビットレートを増加さ

動で行う。また、ユーザー側インターフェイスは、提案した適

せた。

応的動画配信に対応する専用のプレーヤーを作成した（図7）。

以上をまとめると、我々は図5に示す5つのパラメーターを

作成したMPEG-DASHプレーヤーにログ機能を加え、視聴時

取得し、その情報から体感品質を確保しつつ、通信量の抑制で

の再生開始所要時間、ストール頻度、データ通信量を保存した。

きるビットレートを選択する手法を考案した。

加えて、アンケートから体感品質等を取得した。
動画再生が開始するまでの所要時間が体感品質に影響を与

4.3

高画質ズーム機能

える閾値は2秒とされている6)。従来の配信方式では、通信が逼

視聴支援機能として高画質ズーム機能を付加した。ズームは、

迫する時間帯にそれを超過するケースがしばしば発生してい

ユーザーが視聴中に任意のタイミングで高解像度静止画を取

た。本トライアルでは、動画の再生開始は97％で2秒以下（図

得できるもので、サーバー側が高解像度動画を有していること

8）であったことがログ解析からわかった。また、ダウンロー

を利用している。ユーザーが視聴中に画面上をダブルクリック

ド量は従来の配信方式で配信している同一コンテンツのビデ
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5)

6% 3%
32%
26%

0.5秒以下
1.0秒以下
1.5秒以下
2.0秒以下
2.0秒超

6)

7)

33%
8)
9)

図7 作成した動画プレーヤー

図8 再生開始所要時間

オと比較しておおよそ60％減少していた。このとき画質によ

10)

る体感品質の低さを訴えた例はなかった。選択されたビット
レートの画質指数を解析したところ、体感品質が低いとされる
ビットレートを選択された例はなかった。これらの結果より、

11)

体感品質の確保と通信量の抑制が両立できていることを確認
した。
12)

5. おわりに
拡大するリッチメディアを利用する場面を想定し、個人ごと
の嗜好に合わせたサムネール画像の自動選定技術と、増大する

13)

データトラフィックに対応する適応的動画配信技術とを提案
した。個人の嗜好に合わせることにより、視聴者は興味を惹く
動画を発見しやすくなることが期待できる。体感品質を考慮し

14)

て通信データを随時選択することにより、通信インフラを利用
するコストを抑制しながら、いつでもどこでも快適に動画を視
聴できるようにする。
本稿で提案した技術を、これまでの取り組みと合わせること

15)

で、リッチメディアの持つ伝達力や説得力を活用した人と人と
のコミュニケーション支援がより包括的に行えると考える。今

16)

後はさらにお客様視点で、品質の向上並びに機能の拡張を図り、
お客様の業務改善に貢献することができるリッチメディアの
解析と配信について研究技術開発を進めていく。
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