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ナレッジマネジメントの高まり
と課題

ネットワークの普及により，組織内で
ナレッジを集合知として集約し共有・活
用していく，組織的な知識創造への取
り組みが注目されています．技能伝承や
ナレッジマネジメントを目的に，電子掲
示板，SNS，ブログ，Twitterなどの
ツールを利用し，人と人とのつながりの
中で，お互いの意見，感想，アイデア，
情報，知識などを交換することが活発に
試みられています．
しかしながら，熟練技能や社会活動

で求められる実践的な知識・技能をテキ
ストだけで表現するには限界があります．
また，コミュニケーションツールだけで
は組織内のメンバに偏在する知識を集約
することが困難です．

映像活用型の提案

この問題を解決するためには視聴覚に
訴える映像の表現力を最大限に活用す
ることが有効です．映像で知識を分かり
やすく表現したり，背景を共有すること
でノウハウを集約しやすくなることが期
待できます．その一方で，映像は時間を
かけて視聴しないと内容が把握できない
ことや，映像に潜んでいる知識を誰もが

容易に読み取ることができないといった
問題を持っていますので，単純に映像を
そのまま利用するだけでは不十分です．
そこで我々は映像を作業や動作のま

とまりであるシーンに分け，映像シーン
に連動した掲示板機能を提案しました．
このシーン連動型掲示板により，映像に
潜む知識を表出し，共有・発展させる
知識創造スパイラルを実現することが可
能となります．

知識発見・共有のプロセス

組織内で知識を発見，共有するプロ

セスを図１に示します．
① 映像共有では，実技の模様を撮
影し，映像を介して暗黙知を含む
知識を共有します
② ノウハウ集約では，映像シーンご
とに議論できる掲示板を設け，映像
中の各シーンに対して，利用者が発
見した知識を掲示板へのコメント登
録や映像への描画，およびQ＆Aや
ディスカッションにより形式知に変
換します．
③ 伝承では，コメント付きの映像
シーンを視聴して知識を獲得し，実
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図１　映像を軸にした知識創造スパイラル 
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践と併せて技術を体得します．ま
た，登録されたコメントや映像シー
ンをトピック単位で編纂することに
より各ユーザから発信された知識を
統合化して，総合的な知識を形成
します(1)．
④ 活用では，体得した知識の実践
を通じ，新たな知識を創出します．
創出された暗黙知は同様のプロセス
を経て共有されます．
このようなサイクルの継続により知識

創造スパイラルが実現されます．

開発システム

私たちはこのような知識創造スパイラ
ルを支援するWebアプリケーションシス
テム「SceneKnowledge（シーンナレッ
ジ）」を開発しました．図２に示すように，
映像・ユーザの登録管理やシーン連動型
掲示板を提供するSceneKnowledge
サーバ，登録映像のイベントを検出し，
シーン定義を支援する映像解析サーバ，
映像配信サーバで構成されています．
SceneKnowledgeの視聴環境はPCの
ブラウザだけでなく，携帯電話（i-mode
およびFlash Lite）やスマートフォン
（Android2.2以上）にも対応していま
す．以下では，本システムの特徴である
シーン定義とシーン連動型掲示板につい
て説明します．
■シーン定義付きの映像登録

ブラウザでSceneKnowledgeサーバ
にアクセスして映像をアップロードしま
すと，映像解析サーバにおいて，映像の
内容が大きく変わるシーンチェンジ，カ
メラワーク区間，音声区間・音区間な
どの映像中のイベントを自動検出します．
シーン定義画面において，タイムライン
上に検出イベントの出現時刻が提示され
ます．これらの情報を参照しながら同じ話
題の区間を人手で併合するインタフェー
スによりシーン定義を簡易に行えます．
各シーンにタイトルや概要の付与と代表
画像選定を行い，掲示板を開設します．
■映像シーン連動型掲示板

映像シーン連動型掲示板を図３に示
します．映像視聴時に解説や質問を行

図２　システム構成 
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図３　映像シーン連動型掲示板 
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いたいときにはコメント登録用のテキス
トボックスをマウスでクリックします．こ
の操作で映像再生が停止され，コメン
トが投入できます．登録コメントは映像
再生時刻と関連付けて管理されます．
映像シーンを表すバーにマウスオーバー
するとシーンのタイトルや代表画像が提
示され，関心のあるシーンを選択すると，
そのシーンから映像再生され，右側には
該当するシーンに登録されているコメン
トが表示されます．すでに登録されてい
るコメントのタイトルをクリックするとコ
メントが登録されたときの映像時刻を頭
出し再生できるので，映像を視聴してコ
メント内容をよりよく把握することがで
きます．さらにコメントへの返信機能で，
議論や回答を行うこともできます．他の
機能として，映像への描画，映像再生
時刻・登録コメント・シーンへのブック
マーク，登録コメントへの投票，非公開
コメントであるメモ登録，テキスト検索
なども実装しました．このような独自の
映像掲示板により映像視聴，コメント
閲覧，コメント登録の３種類の行動を
スムーズに行えるようにし，ノウハウ集
約や内省を支援します．

技能系フィールドでの実利用
実験

技能系の例として，看護技術を対象
に本システムによりノウハウが集約でき
るかを検証しました(2)．看護技術映像マ
ニュアルを登録し，大阪府内の４つの総
合病院に勤務する看護師1 718人に数週
間，利用環境を提供しました．通常の
勤務の中で可能な範囲で本システムにア
クセスし，映像中の看護技術に対して看
護師が保有しているコツや工夫点，注意
点に関してコメントを登録してもらうよ
う依頼しました．その結果，看護師は患
者ケアの合間に活用し，189件のコメン
トが登録されました．登録コメントの質
的分析を行った結果，看護技術の実践
にあたり具体的に工夫している内容が集
約できており，映像を拠り所にして看護
師の経験的な看護技術における暗黙知
を表出化できることを確認しました．

また，別の総合病院において新人看
護師研修と連動させた運用を１年間実
施しました．実技研修の事前課題とし
て，本システムで予習を行い，気になる
点や実習での課題などをコメントとして
登録し，研修後も定期的に活用しても
らいました．その結果，新人看護師の質
問に回答する形態でベテラン看護師が保
有するノウハウを集約できることと，新
人看護師の看護技術獲得に有効活用で
きることを検証しました．
同様に，後継者育成という観点で技

能伝承が課題となっている農業分野にお
いても，映像による分かりやすいノウハ
ウ共有，農業を核としたコミュニティの
活性化を目的として，長野県佐久穂町
と共同実験を進めています．

大学講義での実利用実験

■講義向けコンテンツ生成技術

講義向けコンテンツの生成においては，
映像の撮影や編集には手間がかかるの
で，講義模様を１台の固定ハイビジョン
カメラで広範囲に撮影するだけとし，撮
影した映像から重要エリアをクリッピン

グして大容量のハイビジョン映像から映
像配信や学習に適した映像を自動生成
する技術を開発しました．重要エリアと
して検出するのは①講師の表情や行動を
表した講師エリア，②スクリーン，黒板
などの資料エリア，③全体の様子を表し
た会場エリアです．図４に示すように，
撮影映像からこれら３種類のエリアを切
り出し，あらかじめ設定しておいた編集
テンプレートに基づいて合成することで
編集映像を生成します．合成時に資料
エリアの射影歪や講師エリアの明るさ
の補正を行います．また，資料エリアの
シーンチェンジでシーンを自動定義しま
すので，電子プレゼンでの講義ではスラ
イド送りでシーンに分割されます．
■学習効率を高める授業デザイン

毎週の授業に対する課題レポートと，
全体での要約レポートを本システム上で
実践することにより効果的な学習が行え
るかを検証しました(3)．運用方法は次の
とおりです．授業映像を登録し，翌週
までに受講生に自分の意見をコメントと
して登録してもらいました．授業の前半
で，講師は，前回の授業に対する受講

図４　講義映像コンテンツの簡易生成方法 
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生からのコメントを紹介し，解説するよ
うにしました．最後に，12回分の授業
から興味深かったシーンを合計３～10程
度選択し，自分なりの授業の要約を作
成する課題を与えました．
半年間の実践を通じ，次のことを確

認しました．
① 授業映像のシーン分割がコメント
の読み書きや授業映像の要約作成
に効果的だった．
② コメントを書くことや他人のコメ
ントを読むことで，授業を振り返り
自分の意見について考えたり，他人
の考えと相対化させ，授業に対する
関心が高まった．
③ 授業の要約作成を通して，新し
い観点を発見し，自分なりの考え
をまとめることで授業内容の理解を
深められた．
また，本システムは公開された講義映
像を用いたオープンエデュケーションに
も有効活用できます(4)．

eラーニングへの適用

eラーニングの商用環境における本シ
ステムの有効性ならびに実用性を検証す
るため，私たちはNTTナレッジ・スクウェ
ア（NTTKS）と共同実験を2010年10
月から行っています（図５）．NTTKSの
e ラーニングサイトN - A c a d e m y
（http://n-academy.jp/）上でサービ
ス提供されている無料体験講座の中
のいくつかのコンテンツに対し，
SceneKnowledgeの提供する映像シー
ン連動型掲示板を適用しました．映像
中の重要なシーンにポイントとなるコメ
ントを付与したり，必要なシーンを素早
く見つけたり，動画像への書き込み機能
などを提供することで，講座の理解をよ
り一層深めることができるとともに，先
生と生徒との双方向の学びを実現するこ
とを目的としています．
2011年３月時点のアンケート集計結

果によれば，75％のユーザが「講座の理
解に役立った」と回答しており，本シス
テムの有効性がうかがえます．
本実験は，本稿掲載時点も引き続き

行われています．無料会員登録を行えば
どなたでも参加できますので，興味を持
たれた読者はぜひ左記サイトからお試し
ください．

今後の予定

今回は映像をシーンに分割し，シーン
に連動した掲示板を設けることでノウハ
ウの集約や学習を効率良く行うシステム
とそれを用いた実利用実験について紹介
しました．今後は，映像インデキシング
技術の高度化，映像に埋もれた知識の
発見を支援する映像提示・加工技術，
登録された映像やコメントの再体系化に
ついて検討していく予定です．
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SceneKnowledgeは現場で抱える問題の
解決に貢献できる技術です．映像を積極的
に活用したナレッジマネジメントやｅラー
ニングに興味がありましたら下記までご連
絡ください．
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ヒューマンインタラクションプロジェクト
TEL 046-859-8386
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図５　eラーニングへの適用実験 
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