
０．はしがき

　学生の卒業研究の一つのテーマとして、学

生がクラシック音楽の鑑賞の機会に触れるた

めに、音楽アルバムを作成する。クラシック

音楽を聴き、その音楽について作曲家、その

曲の背景、演奏家について知識を得る。音楽

アルバムとして、曲、曲の知識、その曲から

イメージされる情景をマルチ・コンテンツで

構成し、それを実現するための技術を習得す

る。さらに、この音楽アルバムをインター

ネットを介して利用する人たちの立場にた

ち、利用者のそのときの気分によって、たと

え曲名を覚えていなくても、そのときの季

節・時間・気分を表現することにより、選曲

が行われ鑑賞できるようなシステムを構築す

ることとした。
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マルチメディア・コンテンツの統合と配信

―　クラシック名曲アルバム百選　―
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概　要

　短期大学部学生の卒業研究のテーマの一つとして取り上げたものである。クラシック音楽ア
ルバムの構築を目指している。インターネットを介してマルチメディア・コンテンツを統合し、
配信する技術を習得し、この技術を駆使して、選曲、曲に関する知識を学び、この曲を聴くと
きに最適な情景をビデオで撮影し、これらを統合するシステムを構築した。利用者である音楽
愛好家が曲を選ぶ際に、曲名を記憶していなくても、そのときの季節や時間や気分をキーワー
ドとして入力することによって適合する曲が選曲され、インターネットを介して、配信され、
聞くことができる。クラシック名曲アルバム百選を目指している。

キーワード：�クラシック音楽百選、マルチメディア・コンテンツ、����、インターネットによ
るコンテンツの統合・配信、気分、情景
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１．研究の目的

　本研究の目的は、最適なマルチメディア音

楽コンテンツを統合・配信するシステムの構

築にある。インターネットを介して、音楽愛

好家である利用者の気分やイメージした情景

から、２００１年度から２００５年度まで構築したク

ラシック音楽のコンテンツは、クラシック音

楽の名曲１００を選曲し、音楽情報、情景の動

画化、解説情報の詳細化、キーワードの表現

の検討を進め、作品として「名曲１００選」と

いったアルバムを作ることを目標にした。す

なわち、利用者は曲名を記憶していなくても

今の気分や思い描く情景からクラシックの名

曲を鑑賞できること目指している。

２．音楽コンテンツの構成

２．１　クラシック曲の選定と曲コンテンツ

の作成

１）クラシック曲の取り込み

　曲をインターネットを介して音楽配信サイト

（�����������	
���	�
��	�����	������������）

を開き、作曲家と曲目を選択する。つぎに、

曲コンテンツを����（�������	
����������

��������	
������）形式でファイルに保存す

る。

２）ファイル形式の変換

　����形式で取り込まれたコンテンツを

��������	　������ソフトを用いて、音源を

必要としない形式である����（�����）形式

に変換する。（この変換には、���を使用す

るため第１情報処理演習室のパソコンで

��������	
��	�を起動する）

３）��������	�
��形式への変換

　インターネットで共通に利用できかつ圧縮

された形式の�������形式に変換する。

����形式のファイルを読み込み、��

（���������）形式への変換を行い、ファイル

に保存する。

４）２００５年度に選定されたクラシック曲

　４２曲を表１に示す。

２．２　情景コンテンツの撮影と編集

１）情景のビデオ撮影

　作成するクラシック音楽の曲を決定した

ら、その曲に適した情景を撮影する必要があ

る。そのために場所を選定し、出かけて具体

的な場面を撮影してくる。例えば、今年度は

大学のビデオカメラと三脚をかつぎ、５月に

つくば牡丹園に行き、花や園内の風景を撮影

した。過去には、大学構内、つくば市内にあ

る松見公園、筑波プラネタリューム、筑波実

験植物園等を利用した。

２）ビデオの編集

クリッピング：撮影してきたビデオテープか

ら、パソコン上で、�������	�
��	��６．０の編

集ソフトを用いて、必要な場面を３０～６０秒単

位でクリップし、ファイル名をつけて保存す

る。これは、一つの場面を音楽に合わせ、複

数回利用可能とする、効率的な手法である。

情景ファイルの作成：曲の長さに合わせ、最

適な場面を想定しながら、クリップされた

ファイルを選択し、順序付けして、一本の情

景ファイルを作成する。このときに、注意し

なければならないのは、撮影中に録音された

雑音を除去しておく必要がある。これは、音

楽を聴く妨げとなるからである。

情景ファイルの変換：作成された情景ファイ

ルは、システムとしてインターネット上で稼

動するには、情報量が多く、記憶の面でも速

度の面からも利用し難く、情報量の圧縮を行

う必要がある。そこで、�������	
�����
の

ソフト（第４情報演習室の��１端末）を用い

て変換し、リアルメディア形式のファイルに

変換し、保存する。圧縮率は平均で７０分の１

程度となる。たとえば、���形式で９４．１��

が��形式では１．３��程度となった。

　以上の手順により、各曲に適した情景ファ

イルが作成される。�
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２．３　解説コンテンツの作成

１）解説文の探索

　選択された曲と情景にあわせて、その曲の

作曲家とその曲についての解説を画面上にテ

ロップ（��������	
���������	����	�）とし

て挿入するために、解説文を作成する必要が

ある。種々の方法が考えられるが、専門的な

知識であるからインターネットで探索する

か、専門書２、３）を参考にして知識を得て、作

文をする必要がある。

２）解説文の作文

　各曲によって曲の長さが異なり、それに見

合った解説文を作成する必要がある。した

がって、そこに挿入される作曲家と曲の解説

への割合、内容として何を主題として記述す

るかについて十分検討する必要がある。ま

た、有名なクラシック曲を選択しているの

で、作曲家についての情報は得られるが、曲

については詳細に記述されていない場合もあ

る。この点を十分に考慮して、作文をする必

要がある。

２．４　����プログラムの作成

１）概要

　����（��������	
������	���	���������	���

��������）プログラムとは、パソコンのモニ

ター上に��で見られるような名曲アルバム

等で行われている手法、音楽を耳で聞きなが

ら、同時に画面に情景と解説のテロップを流

すために、画面構成と音楽の同期、それにテ

ロップを同調させるために、曲のファイル、

情景のファイルと解説のファイルを同期させ

るための統合プログラムである。

２）曲ファイル

　曲（�����）ファイルは、���������形式で

作成されている曲ファイルを用いる。

３）情景ファイル

　情 景 フ ァ イ ル（�����）フ ァ イ ル は、

���������形式で作成されている情景ファイ

ルを用いる。

�� 坂本義行：マルチメディア・コンテンツの統合と配信

―　１６１　―

表１　選曲された曲と作曲家

��

曲　　　　　名��

ブラームス「クラリネットソナタ第２番１」１
シューベルト「ロザムンデ１」２
マーラー「交響曲第１０番１」３
バッハ「ゴールドベルグ変奏曲」４
サン＝サーンズ「動物の謝肉祭カンガルー」５
モーツアルト「クラリネット五重奏曲１」６
リスト「ピアノ曲ジュネーブの鐘」７
ヴィヴァルディ「ミサ曲グロソ３」８
ドビュッシー「ピアノ曲花火」９
ハイドン「交響曲第９４番驚愕１」１０
スーザ「ワシントンポスト」１１
シューベルト「ピアノ五重奏曲鱒１」１２
プライヤー「口笛吹きと犬」１３
エルガー「愛のあいさつ」１４
メンデルスゾーン「無言歌」－春の歌」１５
モツアルト「協奏交響曲�２９７２」１６
マーラー「交響曲第３番」１７
サティー「皇帝の女神」１８
バッハ「�線上のアリア」１９
サラサーテ「チゴイネルワイゼン」２０
サン・サーンス「ハバネラ」２１
ドヴォルザーク「ユモレスク」２２
クライスラー「愛の喜び」２３
サン・サーンス「序奏とロンドカプリチオーソ」２４
マスネ「タイスの瞑想曲」２５
ラヴェル「ツイガーヌ」２６
ベートーヴェン「メヌエット」２７
ベートーヴェン「ロマンス」２８
クライスラー「愛の悲しみ」２９
クライスラー「美しきロスマリン」３０
ベートーヴェン「月光」３１
ベートーヴェン「熱情」３２
ベートーヴェン「悲愴」３３
ブラームス「ハンガリー舞曲　第６番」３４
シューベルト「軍隊行進曲　変ニ長調」３５
ベートーヴェン「トルコ行進曲」３６
ルイ十三世「アマリリス」３７
ランゲ「ホームスィートホーム」３８
シンディング「春のささやき」３９
ワイマン「銀波」４０
ビゼー「アルルの女のメヌエット」４１
パデレフスキー「パデレフスキーのメヌエット」４２



４）解説ファイルの作成

　解説文を画面上で表現するためには、画面

上の配置と背景色の設定、最大時間の設定、

文字の種類やサイズや色を��（��������	）形

式で設定する。そのプログラム例を示す。

���������	
����������������������２０�

　��������３２０��������	
���５５���������

　���������

��������	
���������������������������������

　����������

さらに文字列をどのような順序で表出し、ス

クロールするかどうかも設定しなければなら

ない。このために、����形式のプログラ

ムを作成する。その例を次に示す。

���������	�
��１���������	�
�������練習曲作品

２５－９蝶々�����������	
����

���������	�
���４���������	
����������
��作曲家

ショパンについて����������������	
���

���������	�
���６���������	
����������
��

����１８１０年３月１日生まれ。�����������	
����

���������	�
��８���������	
����������
�����

早くから楽才を現して、�����������	
����

…

���������	�
���４９���������	
����������
������

あまり高く評価しない向きもある。������

��������	��

���������	�
���５２��������	
����������
������

この曲集ではもっとも短い曲。������

��������	��

���������	�
���５５���������	
����������
������

�����������	
����

５）ファイル合成（����）プログラムの作成

　曲と情景と解説のファイルをリンクし、同

期させるために����形式でプログラムを作

成する。

画面の配置：全体、情景、解説のレイアウト

そのプログラム例を次に示す。

�������	��

　��������	
�������������２６０��������

　　��３２０����

　�������	��
���������������������０����������０�

　　���������２４０���������３２０����

　���������������������������������０������

　　���２４０������������２０�����������３２０����

　�������	
��

情景の送出

　�������

　��������	
�������������１５������������

　　��������������

　��������

解説文と曲の送出

　����������	
��������������１５�����������

　　����������������

　��������	
�������������１５�������

情景と解説・曲を並列の送出するためのプロ

グラム

��������

�������

�������

　��������	
�������������１５�����������

　　��������������

��������

　����������	
��������������１５�����������

　　��������������

　��������	
�������������１５�������

��������

���������

によって実行される。

３．キーワードの設定

３．１　季節の表現について

　季節の表現にも以下のように種々の言い方

があり、春夏秋冬の中で細かく分けることが

できる。

春：春まだ浅い、行く春、梅雨。
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夏：初夏、真夏、晩夏、お盆。

秋：初秋、中秋、晩秋。

冬：初冬、厳冬、暮。

３．２　時の表現について

　時の表現には、以下のように季節以上に時

間だけの違いでなく、周囲の状況を含めた表

現が用いられている。

　朝：夜明け、夜明け前、朝食のとき、休日

の午前、雨の朝。

　昼：昼下がり、おやつの時間、昼寝。

　夕：夕暮れ、日没、夕焼け。

　夜：夕食、夕食後、寝る前。

３．３　気分の表現と分類

　視聴者がこの音楽アルバムを利用するとき

に、どのような気持、あるいは状況を想像し

て鑑賞したいかを調査するために、これまで

に作成した曲、約６０曲について与えられてい

たキーワードを表２に示した。この表からも

�� 坂本義行：マルチメディア・コンテンツの統合と配信
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表２　キーワードの概念分類と分類コード一覧

同項目の別の表現同項目の別の表現分類項目分類コードキーワード
ノスタルジア寂しさ苦悩、悲哀１．３０１４－０６物思い（にふける）
売り気買い気意志１．３０４５－０３やる気（が出ない）
飛び回る跳ね回る巡回など２．１５２３－０２踊り（たくなるような）
得意になる自慢する自信・誇り２．３０４１－０３胸を張って（歩きたくなるような）
あでやかきらびやか美醜３．１３４５－０４華やか

軽々軽重３．１９１４－０２軽やか（な）
すかっとしたすがすがしい快・喜び３．３０１１－０１爽やか
すっきりさわやか快・喜び３．３０１１－０１晴れ晴れ（とした）
いい気持ち快い快・喜び３．３０１１－０１心地よい
すかっとした胸のすくような快・喜び３．３０１１－０１清々しい
すがすがしいさっぱり快・喜び３．３０１１－０１晴れやか
晴れ晴れ心地よい快・喜び３．３０１１－０１爽快感
さばさば小気味よい快・喜び３．３０１１－０１愉快な
ほくほくわくわく快・喜び３．３０１１－０２うきうき
るんるん朗らか快・喜び３．３０１１－０３明るい
上機嫌うれしい快・喜び３．３０１１－０３楽しい
おっかない恐ろしい恐れ・怒り・悔しさ３．３０１２－０１怖い
のんびりゆったり安心・満足３．３０１３－０３落ち着いた
落ち着いたのんびり安心・満足３．３０１３－０３のどかな
たまらないやりきれない苦悩、悲哀３．３０１４－０３切ない
悩ましい忍びない苦悩、悲哀３．３０１４－０３やるせない
人恋しいわびしい苦悩、悲哀３．３０１４－０４寂しい
情けない物悲しい苦悩、悲哀３．３０１４－０５悲しい
熱心熱い思い信念・努力３．３０４０－０１情熱的
耽美的空想的説・主義３．３０７５－０７幻想的な
いきなしゃれた文化・歴史・風俗３．３３００－１６おしゃれな
物静かしとやか人柄３．３４２０－２１穏やか
控えめ穏やか人柄３．３４２０－２１物静かな
きびきびしゃっきと行為・活動３．３４３０－０２溌剌とした

行為・活動３．３４３０－０２元気（いっぱい）
厳格びしびし待遇・礼など３．３６８０－１１厳しい



わかるように、多種多様である。なお、この

他に、複数のキーワードの論理積や論理和の

表現あるいは文字種や送り仮名による表現も

存在する。そこで、これを意味分類する方法

として、国立国語研究所編の「分類語彙表」

の分類コード４）を付与してみた。同時に同じ

コードをもつ別の語を併記した。さらに、こ

のコードにより、ソートを行った結果をも表

２に示した。

　その他にも、次のような気分と言えるかど

うか分からない表現もある。

　目覚まし代わり、食欲がでる、勉強の励み

になる、穏やかに眠りにはいれる

４．気分と情景の検索のためのデータ
ベースの作成

　������プログラムを用いて、気分のイ

メージで検索するか、情景のイメージで検索

するかを選択し、気分のイメージを選択した

場合には、季節と時と気分により曲が選択さ

れる表を作成する。これを��テーブルとす

る。

　情景のイメージを選択した場合には、季節

と時と情景により、曲が選択されるための表

を作成するこれ��テーブルとする。

　さらに、�����テーブルから、同一の曲

を検索するためのリンクした����テーブル

を作成した。このテーブルを図１に示した。

　次に、気分、情景、リンクのテーブルをそ

れぞれ、図２、図３、図４で示した。

　これらのテーブル内のキーワードとの結合

を示した図を図５に示す。

５．配信システムの構築

５．１　キーワードの入力プログラム

　インターネットから起動する音楽アルバム

のホームページを作成する。そこで、

　例えば、気分のイメージを選択した場合の

プログラム例、

������

������

�������選択画面　曲��������

�������

��������	
���������������	
������

��������

����������������

�������	
����３�����������������下の項目に答

えて下さい。全てに答え��������終わっ

たら、送信をクリックして下さい。�����

��������あなたのイメージに合った曲が

何曲か表示されます。��������	
��	
�

��������	
��
���１����������４５０��������

��４１５��������	
������������	
�����

����

���������	
�������������������	�
���

���２０００９８��気分のイメージで検索�����

��������������	�

��������

���������	
����
�
����２０００９８�����次 の

項目に答えて下さい。����

　ここで、季節、時の選択と気分の入力を要

求する。

���１．季節を選んで下さい。����

��������	
����������������������１�
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図１　������によるテーブル構成



������������������３�������������	
�����２００４�

�����１１������

����������	
�������������������������������春��

春��������	�
��������������������������������

夏 ��夏 ��������	�
������������������������

��������秋 ��秋 ��������	�
���������������

������������������冬��冬

���２．時間を選んで下さい。����

��������	�
�����������������������������

��朝 ��朝 ��������	�
�����������������������

��������昼 ��昼 ��������	�
���������������

����������������夕 ��夕 ��������	�
����������

���������������������夜��夜

���３．気分を入力して下さい。（例�軽や

か、寂しい�）����

５．２　キーワード検索プログラム

　たとえば、気分のイメージを選択し、季節

と時と気分が入力されたときに、そのキー

ワードと一致する曲をデータベースと照合し

て、その曲名を検出するプログラムである。

このプログラムは���形式で書かれている。
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図２　気分のテーブル��

図３　情景テーブル��



以下そのプログラムの１部である。

���������	���	���
���������４��������

���������あなたのイメージに合った曲が表示

されました��������

季節と時の設定：

������１���������	
���������������

������２���������	
�������������

　　���������	
�	��	������������������

　　������������

気分のデータベースの読み込み：

　　　�������	�������２００３１�

　　�����������＊��������

季節と時の書き込み：

���������	
�����季 節：����１���������時

間：����２�������

�����１����������	�２��������

　　���������	
����季節：����１�������

　　����������	
�
�季節������１����

������

�����１���������２��������

　　���������	
����時間：����２�������

　　���������	
�
�時������２����

������

　　���������	
������（��）

気分の読み込み：

��������	
�����������������������������

���������	
����キーワード：��������	
�

�������	
����

���������	
������������
��
������４５０�

���������	
��２��������	�
�����７８�８

�����������	
�������������曲名���������

�������	
��
��作曲者名�����������

気分・時・気分の書き出し：

�������	�
���������

　�������	�
��������
��

　　���������	１������気分��������０���������	�

�１������季節 �����１��０���������	
１�����

��時�����２�）�０�����

選択された曲を実行するために、����ファ

イルの読み込み：
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図４　��と��をリンクする����テー
ブル

図５　�����������	テーブルの結合図
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　　���������	
��������曲のファイル名��
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��曲名��

　　���������	
����
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��作曲家��������	�

������

これにより、選曲されたクラシック音楽が演

奏がされる。

６．結果と考察

　２００５年度末に、アルバム全体では１００曲が

完成する予定である、曲が増えるとともに気

分・情景のデータベースが複雑化した。今後

の課題としては、曲に最適と思われる情景の

生成や解説の分かり易さ、気分の自由形式に

よる表現に対して、分類コードを利用したシ

ソーラスを用いて、曲の選択範囲を拡張でき

る方法を考えたい。また、クラシック以外の

ジャンルにも挑戦したい。�

７．�あとがき

　この研究作品は、２００１年度から２００５年度の

５年間にわたって、坂本研究室の卒業研究

生、延べ３０名を越す学生によって作成された

ものである。さらにインターネットを介し

て、マルチメディアの統合・配信技術につい

ては、つねに山島一浩講師による指導・助言

をいただいたことを記し、感謝の意を表しま

す。

　ここで構築したシステムは、研究を目的と

したものであり、音楽コンテンツ、映像コン

テンツ、解説コンテンツ等は、学内で研究用

にのみ配信可能な閉じたシステムである。
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