
日本ソフトウェア科学会第 30 回大会 (2013 年度) 講演論文集

スライド検索のためのスライドリポジトリにおける
スライド構造について

加藤 雄大　白松 俊　大囿 忠親　新谷 虎松

プレゼンテーション資料としてのスライドは，知識が凝縮されたアーカイブとして価値があり，効率的にスライド
を再利用するための検索手法の実現が望まれる．本研究では，効率的なスライド検索を実現するためのスライド構
造化手法を開発している．具体的には，スライドに含まれる情報，および，スライドの作成や使用に関わる情報を
Linked Data として構造化することで，効率的な検索を実現することを目指している．ここでは，スライド検索に
寄与する関連情報の特定や，それらの情報を考慮したスライドの構造化手法が課題となる．例えば，必要なスライド
を想起することを支援するような情報として，スライドに関わる研究活動のエピソード情報が利用可能である．本稿
では，スライドの構造化手法，および，構造化されたスライドを格納するためのスライドリポジトリの実装方法につ
いて説明する．

1 はじめに
本研究の目的は，スライドの再利用である．再利用

とは，新規のスライドを作成する際に，既存のスライ
ドをそのまま使用したり，既存のスライドの一部を使
用することである．個人や研究室，企業などの研究グ
ループでは，たびたび既存のスライドを再利用する
場面がある．例えば，研究室で同じ分野の研究者同士
は，お互いのスライドを再利用する．スライドを作成
する際には作成コストがかかる．特に，図形や画像を
作成するための作成コストは大きい．スライドを再
利用する理由は，作成コストを小さくするためであ
る．ここで，本研究でのスライドは，Microsoft社製
の PowerPointで作成されたものを対象とする．
本稿では，主に，スライドの検索について述べる．

スライドを再利用するために既存のスライドを見つ
ける必要がある．スライド検索手法として，スライド
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シーンに基づくスライド検索 [1]やスライドに基づく
コンテキストを利用したスライド検索がある [2]．本
研究では，スライドはページ単位で検索されること
を前提とする．例えば，プレゼンテーション資料単位
で検索される場合，プレゼンテーション資料の枚数が
50枚や 100枚などのように枚数が多いと，ユーザは
枚数の多いプレゼンテーション資料からスライドを探
す必要がある．スライドを検索する場面は二通り考え
られる．1つ目は，ユーザが検索したいスライドを知
らない場面である．この場合の検索の目的は，ユーザ
が検索されたスライドから知識を得ることである．例
えば，機械学習のスライドを検索し，機械学習の知識
を得るということである．2つ目は，ユーザが検索し
たいスライドを知っている場面である．この場合の検
索の目的は，ユーザが検索されたスライドを再利用す
ることである．本研究の目的は，スライドの再利用で
あるため，本研究では，スライドを検索するユーザは
検索したいスライドを知っていることを前提とする．
本研究室では，スライドリポジトリと呼ぶ，スライ

ドの作成，修正，添削，および，再利用を目的とする
システムを開発している [3]．スライドや研究活動記
録などの研究リソースを結びつけることで，研究リ
ソースを効果的にアーカイブ化・可視化することを可



能にし，研究支援環境を構築している．
本研究では，スライド関連データを Linked Data

として関連付け，構造化する．スライド関連データ
は，例えば，プレゼンテーション資料の作成日時，作
成者，タイトル，発表する学会，関連する論文など
や，スライドのタイトル，テキスト，図形，画像など
である．スライド関連データとプレゼンテーション資
料やスライドを Linked Dataとして関連付けること
で，Linked Dataを利用した検索が可能となる．
本稿の構成は，2節でスライド検索における課題に

ついて述べ，3 節ではスライドを効率的に検索する
ためのスライド構造について述べる．4節では，スラ
イドの情報やスライドの作成，使用に関わる情報を
Linked Data として構造化するためのスライドリポ
ジトリの動作について述べる．5節では考察を述べ，
6節で本稿をまとめる．

2 スライド検索における課題
PowerPointファイルは複数のXMLファイルとテー

マ，レイアウトなどのファイルが圧縮されて構成され
ている．1枚のスライドは 1つの XMLファイルで記
述され，その XMLファイルはスライドの構造，アニ
メーション，画面遷移の情報を持つ．
全文検索に基づくスライド検索だけでは不十分で

ある．スライドは限られた区画にテキスト，図形，画
像，動画などを配置するため，スライド内の情報は
Webページなどの文書に比べると少ない．スライド
内のテキストの長さは短く，索引語の数が十分でない
ため全文検索だけでは不十分である．
スライド内の図形，画像，レイアウトなどのテキス

ト形式でないスライドオブジェクトも重要な情報であ
るが，全文検索ではテキスト形式でない要素を検索
することはできない．田中らはスライドオブジェクト
の形，配置やオブジェクトがスライドに占める領域の
割合を考慮したスライド検索手法を提案している [4]．
図形に着目した検索手法も必要であるが，図形や画像
が何を意味するオブジェクトであるかという意味情報
も必要である．オブジェクトに意味情報を付加し，検
索に利用する．ここで，スライドオブジェクトとは，
スライドに含まれるテキスト，図形，画像などの対象

を指す．
Linked Data を構築することで，全文検索で不十

分であった検索が可能になると考えている．例えば，
研究者 Aが学会 Aで発表したスライドを検索する場
合，全文検索では“研究者 A 学会 A”という文字列
を含むスライドを検索するが，Liked Dataを用いれ
ば“研究者 A”とスライドが作成者として関連付けら
れ，かつ，“学会 A”とスライドが発表学会として関
連付けられたスライドを検索することができる．
リンクするデータとして，ユーザの記憶に残る研

究活動や研究の成果物のデータが重要であると考え
ている．なぜなら，ユーザは研究活動とスライドを関
連して覚えている可能性があるからである．例えば，
投稿した論文と発表した学会と発表スライドを関連
して記憶している可能性がある．

3 スライド検索のためのスライド構造
3. 1 スライドのHTMLコンテンツ化
スライド関連データを Linked Dataとして扱うため

に，PowerPointファイル形式のスライドからHTML

コンテンツに変換する必要がある．
スライドを HTMLコンテンツとして扱うことでい

くつかの利点が得られる．(1)Webブラウザ上でのプ
レゼンテーションや (2)リアルタイム協調編集・添削，
(3)スライドオブジェクトにピンポイントでアノテー
ションをリンクすることが可能である．JavaScript

を用いてプレゼンテーションの機能を実装すること
で，HTML コンテンツのスライドによるプレゼン
テーションが可能である．本研究では，HTMLコン
テンツによるプレゼンテーションツールを開発した
[5]．Zyto らはWeb ブラウザ上で動作する協調学習
システムを開発している．このシステムは，PDFド
キュメントにアノテーションを付加する機能を有し，
生徒の PDF の講義ノートに質問や質問に対する答
えをアノテーションとして付加することができる [6]．
HTMLコンテンツはマークアップ言語で記述される
ため，スライドオブジェクトに対して URIを割り当
て，ピンポイントでアノテーションを付加することが
可能である．



3. 2 SVG形式のスライド
SVG は二次元グラフィックスを XMLで記述する

ための言語である．SVGは 3種類のグラフィックス
オブジェクトを扱う．グラフィックスオブジェクトは，
ベクター形式のグラフィック，画像，テキストである．
ベクター形式のグラフィックは，例えば，直線と曲
線からなるパスである．PowerPointのスライドオブ
ジェクトは SVGのグラフィックスオブジェクトを用
いて表現可能である．図 1に SVGのグラフィックス
オブジェクトの例を示す．上からパス，画像，テキス
トのオブジェクトを表している．

<path d="M 100 100 L 300 100 L 200 300 z

" fill="red" stroke="blue" stroke -

width="3" />

<image x="200" y="200" width="100px"

height="100px" xlink:href="image.png

" />

<text x="100" y="100" font -family="’

Calibri ’" stroke="none">テキスト
</text>

図 1 グラフィックスオブジェクトの例

SVG はアニメーションを記述することができる．
SVGは SMILが定める 4つのタグである，animate，
set，animateMotion，animateColorをサポートして
いる．これらのタグを用いることにより，モーショ
ンパス，フェードイン，フェードアウト効果，オブ
ジェクトの拡大，縮小，回転，色の変化などを定義で
きる．アニメーションは，SVG内にアニメーション
のタグを埋め込むことで，定義，起動できる．Pow-

erPointのアニメーションは，animateタグを用いる
ことで大部分を再現することが可能である．図 2 に
animateタグの使用例を示す．xlink:hrefでは，ア
ニメーション対象のオブジェクトを URIで指定する．
attributeNameでは，変化させるオブジェクトの属
性を指定する．durでは，アニメーションの時間を指
定する．keyTimes に対応する attributeName の値
を valuesで指定する．図 2のアニメーションは，id

が targetのオブジェクトの x座標を 1秒間で 0から
100まで変化させるアニメーションである．
本研究では，HTMLコンテンツのスライドを SVG

<animate xlink:href="#target"

attributeName="x" dur="1s" keyTimes=

"0.0;1.0" values="0;100"/>

図 2 animate タグの例

で構成する．SVGファイルはページ単位で構成され，
図 3 のようにプレゼンテーション資料はページ分の
SVGファイルに変換される．図 3の右部分のように，
HTMLコンテンツを重ねたものをスライドスタック
と呼ぶ．本稿では，スライドスタックは PowerPoint

ファイルから変換された SVGファイルである．

図 3 HTML コンテンツのスライド

3. 3 HTML コンテンツのプレゼンテーション
資料

HTML コンテンツのプレゼンテーション資料は，
PowerPointファイルと同様なプレゼンテーション機
能を有するファイルの集まりである．HTMLコンテ
ンツのプレゼンテーション資料は，HTMLファイル，
SVGファイル，JavaScriptファイル，CSSファイル
で構成される．
ユーザは HTML コンテンツのプレゼンテーショ

ン資料を検索後，スライドを再利用するために元
の PowerPoint ファイルを参照する．参照するため
に，HTMLコンテンツのプレゼンテーション資料と
PowerPointファイルの対応を表すデータベースを用
意する．データベースは，HTMLコンテンツの URI

と PowerPointファイルの URIの対応表をもつ．例
えば，HTML コンテンツのプレゼンテーション資
料の URIhttp://example.com/slide/slide001 と
PowerPointファイルの URI

http://example.com/pptx/slide001.pptx の対応
表をもつ．



HTML コンテンツのプレゼンテーション資料に
PowerPointファイルへのリンクが JavaScriptで埋め
込まれており，ユーザはリンクを辿ることで Power-

Pointファイルへアクセスすることが可能である．

3. 4 Linked Dataの構築
スライド検索のためにスライド関連データ同士を

関連付け，Linked Dataを構築する．
HTMLコンテンツのスライドオブジェクトに URI

をもたせることができる．Linked Data を構築する
上で，各データの所在を URI で表さなくてはなら
ない．SVGはマークアップ言語であるため，スライ
ドオブジェクトは text，path，image などのタグで
表現される．タグに id 属性を付加することにより，
スライドオブジェクトに URI をもたせることがで
きる．例えば，http://example.com/slide.svgと
いう SVG ファイル内のスライドオブジェクトの属
性に id="id1"を付加すれば，スライドオブジェクト
の URIは http://example.com/slide.svg#id1と
なる．

3. 5 スライド関連の Linked Dataのための
オントロジー

スライド関連の Linked Dataのためのオントロジー
を図 4に示す．接頭辞 ressupは RESearch Support

Platformの略であり，研究活動支援環境の名称であ
る．以下では，接頭辞 ressup を省略する．:Activ-

ity は，研究活動を表すクラスであり，日付を表す
dc:created プロパティと研究者を表す dc:creator プ
ロパティを用意する．:Publication は，成果物を表
す:Activityのサブクラスである．:Paperは，論文を
著す:Publicationのサブクラスであり，発表学会を表
す:eventプロパティを用意する．

:PresentationDoc はプレゼンテーション資料を表
す:Publicationのサブクラスである．一般に，論文と
論文の発表資料は参照の関係にあるため，参照を表す
dc:referencesプロパティを用意する．他に，プレゼン
テーション資料とスライドの包含関係を表す．:com-

posedOfプロパティ，プレゼンテーション資料がスラ
イドを再利用していることを表す:reuseプロパティを

用意する．:Slideはスライドを表すクラスであり，ス
ライドが他のスライドを再利用することを表す:reuse

プロパティとスライドとスライドオブジェクトの包含
関係表す:composedOfプロパティを用意する．:com-

posedOf のドメインは:PresentationDoc と:Slide の
和集合であり，レンジは:Slideと:SlideObjectの和集
合である．:SlideObjectはスライドオブジェクトを表
すクラスであり，:Text，:Figure，:Image，:Animate

は:SlideObjectのサブクラスである．
アノテーションは研究活動と考えられるため，アノ

テーションを表す:Annotation は，:Activity のサブ
クラスである．アノテーション対象を表す:annotate

とアノテーション内容を表す dc:description プロパ
ティを用意する．

SVGではアニメーションを animateタグとして記
述するため，他のテキスト，図形，画像と同様にスラ
イドオブジェクトのサブクラスとして扱うことが可
能である．したがって，アニメーションへのアノテー
ションは，他のテキスト，図形，画像へのアノテー
ションと同様に付加される．

4 スライドリポジトリ
図 5にスライドリポジトリの一部分のシステム構成

図を示す．サーバ側のスライドリポジトリは，(1)XML

解析モジュール，(2)SVG生成モジュール，(3)リンク
モジュールから構成され，クライアント側は (4)ビュ
ワー・エディットモジュール，(5)PowerPointファイ
ルアップローダから構成される．

(1)の XML解析モジュールは，クライアント側の
PowerPointファイルアップローダからアップロード
された PowerPointファイルから XMLを取得し，ス
ライド構造とアニメーション情報を抽出するモジュー
ルである．

(2)の SVG生成モジュールは，XML解析モジュー
ルから渡されるスライド構造とアニメーション情報に
基づいて SVGファイルを生成するモジュールである．
SVG生成モジュールはスライド構造の情報から同じ
外観となるような SVG形式のテキストを生成する．

(3)のリンクモジュールは，リンク情報のRDF Store

への格納や SVGファイルの更新を行うモジュールで



図 4 スライド関連の Linked Data のためのオントロジー

図 5 スライドリポジトリの一部分

ある．RDF Storeの更新は，SPARQLを用いて行う．
クライアントのリンクエディットモジュールや SVG

生成モジュールからのリクエストがトリガーとなり，
リンクモジュールは動作する．
リンクエディットモジュールによるアノテーショ

ンのリンク編集時のリンクモジュールの動作を説明
する．リンクモジュールは，クライアントのリンク
エディットモジュールから送信されるスライドオブ
ジェクトの URIとアノテーション作成者の URI，日
付，内容を受け取る．rdf:typeが:Annotationである

データを生成し，作成者の URIに dc:creator，日付
に dc:created，内容に dc:description，スライドオブ
ジェクトの URI に:annotate のリンクを張る．生成
した:Annotationを RDF Storeに格納する．
リンクエディットモジュールによるスライド間の再

利用リンクの編集時のリンクモジュールの動作を説
明する．リンクモジュールはクライアントのリンクエ
ディットモジュールから再利用リンクに関するデータ
を受け取る．受け取るデータは，再利用するスライド
の URIと再利用されるスライドの URIである．リン
クモジュールは，再利用するスライドの URIから再
利用されるスライドの URIへリンクする．

SVG 生成モジュールによる SVG 生成時のリン
クモジュールの動作を説明する．リンクモジュール
は SVG 生成モジュールから HTML コンテンツの
プレゼンテーション資料の URIと SVGスライドの
URIを受け取る．rdf:typeが:PresentationDocであ
るインスタンスを生成する．プレゼンテーション資
料から作成者と作成日時を抽出し，:Presentation-

Docに dc:creator，dc:createdプロパティでリンクす
る．:PresentationDoc から一枚一枚のスライドを表
す:Slideへ:composedOfプロパティでリンクする．



次に，リンクモジュールはプレゼンテーション資料
が参照している論文を探し，プレゼンテーション資料
とリンクする．プレゼンテーション資料の 1 枚目の
スライドからタイトルを抽出し，論文データベース内
の論文のタイトルと比較し，最も類似している論文
に dc:referencesプロパティでリンクする．論文デー
タベースは，研究室内に存在する投稿論文を蓄積した
データベースである．

(4)のビュワー・エディットモジュールは，クライア
ント側のWebブラウザで動作し，HTMLコンテンツ
のプレゼンテーション資料の閲覧やスライドオブジェ
クトへのアノテーションの付加，スライド間の再利用
リンクの追加を行うモジュールである．このモジュー
ルは，リンクの編集時，サーバ側のリンクモジュー
ルに Linked Dataの構築のために必要な情報を送信
する．例えば，アノテーションを付加する場合，ビュ
ワー・エディットモジュールは，アノテーション対象
のスライドオブジェクトの URIと，アノテーション
作成者，作成日時，内容を送信する．スライド間の
再利用リンクの追加の場合，再利用したスライドの
URIと再利用されたスライドの URIを送信する．

図 6 HTML コンテンツのプレゼンテーション資料の閲

覧例

図 6に HTMLコンテンツのプレゼンテーション資
料の閲覧例を示す．図中の中央部に表示されているス
ライドは SVGスライドである．プレゼンテーション
資料の閲覧時に，左右の方向キーを押下することでス
ライドを切り替えることが可能である．マウスがブ

図 7 スライドへのアノテーション付加例

ラウザの下部に移動すると，ブラウザの下部に Dock

風にスライドの一覧が表示され，スライドをクリック
するとスライドを切り替えられる．本研究で開発した
プレゼンテーションツールでは，PowerPointの一部
のアニメーションを再現することが可能である．
図 7 にアニメーションするスライドオブジェクト

にアノテーションを付加する例を示す．アノテーショ
ンを付加するにはアノテーション作成者の情報が必
要となるため，ユーザはスライドリポジトリへのロ
グインが必要である．プレゼンテーション資料を閲覧
している状態で，アノテーション対象のスライドオブ
ジェクト上で右クリックすると，メニューが表示され
る．メニューから「Set Annotation Link」を選択す
ると，アノテーション対象のスライドオブジェクトの
背景色が変更され，アノテーションウィンドウが表示
される．ウィンドウ内のテキストボックスにアノテー
ションの内容を追加すると，スライドオブジェクトに
アノテーションが付加され，Linked Dataにおいてス
ライドオブジェクトとアノテーションがリンクする．
次に，スライドとスライドの再利用のリンクを張

る手順を説明する．プレゼンテーション資料を閲覧
している状態で，スライド上で右クリックすると，メ
ニューが表示される．メニューから「Set Reuse Link」
を選択すると，スライドスタックに登録されている
SVGスライドの一覧が表示される．一覧から再利用
されているスライドを選択し，決定ボタンを押すと，
Linked Data においてスライドとスライドに再利用
のリンクが張られる．



(5)の PowerPointファイルアップローダは，クラ
イアント側のWebブラウザ上で動作し，ユーザから
アップロードされた PowerPointファイルを XML解
析モジュールへと送信する．

5 考察
スライド関連の Linked Data のためのオントロ

ジーにおいて，:Annotatoin の 2 つの拡張を考えて
いる．1 つ目の拡張は，図形のアノテーションを表
す:FigAnnotation を:Annotation のサブクラスとし
て用意することである．さらに，:FigAnnotationか
ら 3 つのリンクを用意する．1 つ目は図形のタイプ
を表す:shapeTypeプロパティ，2つ目は図形の数を
表す:numプロパティ，3つ目は図形の配置を表す:ar-

rangementプロパティを用意する．RDF Storeに四
角形や丸などの図形の種類を表すインスタンスや，横
や縦に並んでいるなどの図形の配置を表すインスタ
ンスを用意する．

2つ目の拡張は，アニメーションのアノテーション
を表す:AnimAnnotation を:Annotation のサブクラ
スとして用意することである．:AnimAnnotationか
ら 2つのリンクを用意する．1つ目はアニメーション
の種類を表す:animType プロパティ，2 つ目はアニ
メーションの動作を表す:behaviorプロパティを用意
する．RDF Storeにスライドイン，リボルブなどの
アニメーションの種類を表すインスタンスや，上に動
く，回転，強調などのアニメーションの動作を表すイ
ンスタンスを用意する．
本稿では，ユーザが手動でアノテーションを付加す

る必要であった．しかし，上記の 2つのアノテーショ
ンを用意し，スライドの XMLを解析する際に自動で
図形やアニメーションにアノテーションを付加するこ
とで，さらにスライドの構造に意味を追加し，効率的
にスライドを検索できる．

6 まとめ
本稿では，スライドの再利用を目的としたスライド

検索のためのスライド構造について述べた．全文検索
に基づくスライド検索では，スライドの検索が困難な

場合があった．図形や画像などのテキスト形式でない
スライドオブジェクトは，全文検索に基づくスライド
検索は不可能であった．また，スライドは限られた区
画内で構成されるため，テキストの量が不十分であ
り，全文検索が難しかった．
本研究では，スライドの検索を容易にするための

スライドリポジトリを開発した．スライドリポジト
リは，スライドの作成，修正，添削，および，再利用
を目的とするシステムである．また，スライドや研
究活動記録などの研究リソースを結びつけることで，
研究リソースを効果的にアーカイブ化・可視化するこ
とを可能にした．
本稿では，スライド検索のために研究活動とスラ

イドの関係に着目し，研究活動とスライドを関連づ
けるためのスライド構造について述べた．スライド
リポジトリでは，スライド構造を Linked Dataとし
て構築し，スライドと論文，学会などの研究活動を
Linked Data として関連づけることで，全文検索で
は不十分であった意味を考慮したスライドの検索が可
能となる．
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