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メタデータとは

メタデータ（図1）とは，端的に言う
と「データに関するデータ」のことで
す．「メタ」（Meta）は「～についての」
という意味の接頭辞であり，「メタデ
ータ」は，データそのものではなく，
データ（コンテンツ）に関して付加さ
れるデータを意味します．
メタデータを理解する上でよく使わ
れる例としては，図書館などで用いら
れる書誌情報があげられます．
ある書籍に関する著者，出版社，発
行年月日，ページ数などのデータを記
録し，書籍の検索や管理などに役立て
られていますが，この場合，書誌情報
は，ある書籍（データ）に関するデータ，
つまりメタデータであるといえます．
その他にも，ディジタルカメラで撮
影された写真画像の場合は，JPEGフ

ァイルに付属する撮影日時や画素数な
どの情報が該当しますし，放送の分野
では，新聞のテレビ番組欄やEPG情報
は，どんな内容のテレビ番組が何時か
らどのチャネルで放映されるか，とい
うことを記述しているメタデータとい

えます．
メタデータは，放送やインターネッ
ト，教育，医療，などさまざまな分野
で利用されていますが，ここでは，映
像コンテンツ流通に絞ってお話したい
と思います．

ブロードバンド関連の書籍は？
先月の旅行の写真は？
サスペンス映画は？
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図1 メタデータ概要

メタデータの規格化と
利用シーン

映像コンテンツがネットワークを流
通するような環境下で，たくさんのコ
ンテンツの中からある一つを見つけ出
すために，いちいちコンテンツを再生

していたのでは非効率的です．このよ
うな場合，各々のコンテンツにメタデ
ータが存在すれば，効率的にディジタ
ルコンテンツを探索できるようになり
ます．
メタデータは，メタデータの提供者
と利用者との間でフォーマットが異な

っていては意味を成しません．したが
って，さまざまなフィールドで，シー
ンや目的に応じた項目やデータ構造，
形式などのメタデータ規格化作業が行
われています．
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図2は，映像コンテンツが撮
影・編集などの制作フェーズを経て完
成し，放送や通信を介してユーザに利
用（視聴）されるまでの，各フェーズで
利用可能なメタデータ規格の一部を表
したものです．

図2に示したメタデータ規格以外に
もたくさんのメタデータ規格が存在し
ますが，誌面の都合もありますので，
いくつかのメタデータ規格の概要を紹
介します．
MPEG-7は，動画，静止画，音楽な

どのマルチメディアコンテンツを対象
として，幅広い範囲で適応可能な汎用
的なメタデータ規格（ISO/IEC15938）
です（表1）．
MPEG-7ではXML（eXtens ib le
Markup Language）を用いてメタデ
ータ記述を行い，テキストフォーマッ
トTeM（Textual format for MPEG-7）
または，伝送・蓄積時のデータ圧縮の
ためのバイナリーフォーマットBiM
（Binary Format for MPEG-7）が使用
できます．
MPEG-7メタデータで扱える情報に
は，映像/音声の信号レベルの特徴量，
例えば，映像の色，形状，テクスチャ，
動きや音の波形，パワー，周波数，音
色，メロディなどを扱うローレベル記
述と，コンテンツの意味的内容・構造
を記述するハイレベル記述があります．
図3に，MPEG-7の記述例を示します．
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図2 コンテンツ流通フェーズとメタデータ

図3 MPEG-7メタデータ例

表1 各種メタデータ規格の特徴

規　格

MPEG-7

DMS-1

P/Meta

ETSI TS

102 822

団　体

ISO/IEC

  ProMPEG Forum/

  SMPTE

EBU

TV Anytime Forum/

ETSI

概　要

MPEGにおいて策定されたマルチメディア

・コンテンツに対するメタデータの表記方

法に関する国際標準規格．

コンテンツの本体とメタデータを一体化し

機器間で交換できるファイル交換フォーマ

ットMXF規格で使用されるメタデータ．

放送素材を異なる国の放送局間で交換する

ことを目的として，共通メタデータの規格

を策定するEBUのプロジェクトP/metaが

策定したメタデータの規格．

ハードディスクなど大容量記憶装置を搭載

した受信機を利用した蓄積視聴の実現を目

的とした業界団体TV Anytime Forumが策

定したメタデータ規格．

伝送フェーズでのメタデータ

完成したコンテンツや素材などを事
業者間で交換したりアーカイブするこ
とを主なターゲットとして規定された
メタデータとしては，P/Metaがあげ
られます（表2）．
P/Me t aは，EBU（Eu r o p e a n
Broadcasting Union）のプロジェクト
グループが，主に放送局間で番組や素
材の交換を行うために策定したメタデ
ータ規格です．プロジェクトを提唱し
たBBCの局内メタデータの共通デー
タモデルであったSMEF（Standard

Metadata Exchange Framework）を
ベースに，参加各局による検討を経て
規定されました．
P/Metaでは，番組（Program）や番
組グループ（Program Group（シリー
ズなどのプログラムの集合）），素材

（MOB: Media Object（ショット，静
止画，テロップなど））を規格化の対
象としています．P/Metaではメタデ
ータ体系のみを規定しており，記述法
については，XMLやKLVの例示にと
どめています．

表2 P/Metaのメタデータ

種　別

Identification and Recognition

Description Metadata

Rights Metadata

Technical Metadata

Other Metadata

Transaction Metadata Sets

内　容

識別ID，タイトル，プログラムグループ，分類，寄与者，初回放送日など

内容，キーワード，収録場所，言語など

著作権者，許諾条件，利用料，公開可能日，利用報告などの権利関係の記述

フォーマット，システム要件などの技術仕様

個人・組織詳細情報，住所，メタデータ有効期限など

利用可能物，ISAN，V-ISAN登録状況，素材変換手順などの記述
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完成したコンテンツを放送や通信
で利用者に提供するフェーズで利用
可能なメタデータとしては，TV
Anytime Forumのメタデータ規格が
あげられます．
TV Anytime Forumは，ハードディ
スクなどの大容量蓄積媒体を備えた受
信機で，番組を蓄積視聴するシステム
の標準化を行う業界団体で，策定され
たメタデータ規格は，ETSI TS 102
822として規定されています．
日本においても，サーバー型放送に
関連する規格（ARIB STD-B38など）
がこの規格を参照しています．
TV Anytime Forumで策定されたメ
タデータ規格は，表4のように大別さ
れます．
コンテンツ記述メタデータは，コン

テンツのタイトルや内容，ジャンルな
どの一般的な情報を，インスタンス記
述メタデータは，コンテンツの放送ス
ケジュールやアドレス，メディアに依
存するパラメータ（ビデオフォーマッ
トなど）など，特定のインスタンス
（実体）情報を記述します．
セグメント記述メタデータは，シー
ンやカットなど，コンテンツを時間で
区切った単位（＝セグメント）の詳細
情報を記述するもので，ハイライトシ
ーンを集めて視聴するダイジェスト視
聴や，好みのシナリオで見るマルチシ

ナリオ再生，シーン検索など多様な視
聴方法を可能にします．
コンシューマメタデータは，視聴
嗜好に基づいて，視聴者に対する親
切で効率的な情報提示ができるよう
にするメタデータであり，視聴者の
視聴嗜好情報や視聴者の視聴履歴を
記述することができます．
TV Anytime Forumメタデータは，
MPEG-7との調和が図られていて，記
述形式としては，TeM，BiMが使用で
きます（表4）．

制作フェーズでのメタデータ

コンテンツ制作におけるプリプロダ
クションやポストプロダクションで必
要となる情報を交換することをターゲ
ットとしたメタデータとしては，
DMS-1があげられます．
SMPTEのファイルフォーマット規
格であるMXF（Material Exchange
Format）は，放送局内外のサーバや映
像機器間で番組や素材の交換を行うた
めの規格です．MXFでは，コンテン
ツとメタデータをフォーマットに同梱
して交換できるのですが，このメタデ
ータをDMS-1（Descriptive Metadata
Scheme-1）という方式で規定してい
ます．
DMS-1は，コンテンツごとに，使用
できるメタデータや階層構造などを，
フレームワークとセットという構造で
規定しています．フレームワークは，
コンテンツ全体を対象としたもの

（Production Framework）や，個々の
クリップの内容や制作情報を記述する
もの（Clip Framework），個々のシーン
を対象としたもの（Scene Framework）

などから構成されています．
DMS-1では，メタデータをKLV

（Key Length Value）構造のバイナリ
ーフォーマットで記述します（表3）．

表3 DMS-1の主なセット

DMS-1 Sets

Titles/Group Relationship/Branding

Identification

Event/Publication

Award

Caption Description

Annotation/Classification

Scripting

Shot/Key Point

Participant

Contacts List/Person/Organization/Location

Address

Communications

Contract/Rights

Picture Format

Device Parameters

Processing/Project

Cue Words

内　容

タイトル，他の番組（シリーズ）との関係情報

識別ID

放送日時やチャネルなど

受賞関連情報

字幕関連情報

内容記述，要約，番組ジャンルなど

台本に関する情報

ショット開始＆終了時刻，内容やキーとなる画像・音声情報

関係者情報

関係者の氏名，所属，連絡先や撮影場所など

住所，国名

電話，FAX番号

契約や権利情報

アスペクト比などのフォーマット

機材情報

編集作業情報やプロジェクト名

In/Out点の発話内容

表4 TV Anytime Forumのメタデータ

種　別

コンテンツ記述メタデータ

インスタンス記述メタデータ

セグメント記述メタデータ

コンシューマメタデータ

内　容

コンテンツのタイトルや概要などの一般的情報

コンテンツのアドレスやスケジュールなどの実体情報

コンテンツのシーン単位の情報

視聴者の視聴嗜好情報や視聴履歴情報
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