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TimeFiller:コンテンツを生活に満たす
メディアプラットフォーム
渡邊恵太†1	
  	
  石川直樹†1	
  	
  栗原一貴†2	
  	
  稲見昌彦†1†2	
  	
  五十嵐健夫†1†3
録画装置やインターネットによるオンデマンド映像配信によって，ユーザはテレビ番組表のスケジュールに合わせる
という生活から解放され，いつでも好みの映像を見られる環境が実現された．一方で映像コンテンツは鑑賞時間を要
するため，視聴時間の確保が難しい．そのため，今日では「いつ見るか」のほうが課題となりつつある．すなわち，
ユーザはコンテンツへのアクセスが比較的自由になった一方で，日常生活という時間制約からは自由になれていな
い．そこで，本研究ではユーザの時間の制約を解消しながら見たいコンテンツとの接点を無理なく拡大する環境
TimeFiller を提案する．TimeFiller は，人生の仕事や生存に必要な明確な目的を持った活動の時間以外の曖昧な空白時
間にユーザが見たいと望んでいたコンテンツで満たし，時間を有効に利用するメディアプラットフォームである．

TimeFiller: Media Platform that Fills Contents to User’s Life
KETIA WATANABE†1	
  NAOKI ISHIKAWA†1
KAZUKI KURIHARA†2 MASAHIKO INAMI†1†2
TAKEO IGARASHI†1†3
People can enjoy various contents anytime today, because people freed from restriction to follow TV program with video
recorder and on-demand video through the Internet. On the other hand, user is difficult to keep time to enjoy the movies, because
movie demands the time to watch to user. Therefore, problem is that when the user watch it. In other word, users could access the
contents freely, however user could not free restriction of lifetime. To solve this issue, we propose TimeFiller, which is
environment to enhance chance of watching the contents while solving restriction of life-time. TimeFiller is media platform that
enables users to use time effectively; through it fills users interspace time of task with various contents.
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TimeFiller はユーザの仕事や都合の時間をシステムが把握
しながら，それ以外の時間をコンテンツで満たすためのシ
ステムである．TimeFiller は，１．メディアブラウザ，２．
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タイムライン．３．ウィッシュリスト，４. 時間制約によ
る動的配置（AutoFill）, 5. 常時再生＆視聴の保留の 5 つの

メディア切り替えタブ

AutoFill ボタン

再生スクリーンへ

機能によってそれを実現する．メディアブラウザ：図 1 左
部分をメディアブラウザと呼ぶ．メディアブラウザは後に

タイムシークバー

説明するタイムラインに配置可能なコンテンツをリスト群
である．リストは画面の上端に，TV(テレビ番組), Private
（個人が撮りためた写真），Web (Youtube), Search(TV 番組
の検索), WishList(見たいコンテンツリスト)のタブが並び，

メディアブラウザ

タイムライン

切り替えられる．扱うテレビ番組は，NHK, NHK 教育，日
本テレビ，フジテレビ，TBS, テレビ朝日，テレビ東京の 7

図 1	
  TimeFiller クライアントスクリーンキャプチャ
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態）. タイムライン：図 1 右側をタイムラインと呼ぶ．タ

利用した．サーバーソフトウェアは，地上デジタル放送の

イムラインは，1 日 24 時間が表示される．タイムラインは
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ッシュリストに表示される．見たい番組ほど高く設定し，

画面，コンテンツ画面の 3 つから成る．スタート画面では

見たくない番組は 0 に設定することで再生されなくなる．

非同期で番組のメタ情報とサムネイル・Google カレンダー

ランクを設定したものはウィッシュリストに，ランクの高

の予定にマッチする画像をダウンロードする．ユーザーが

い順にリストされる．同位の場合は新しいコンテンツが上

番組に付けた評価は UDP でサーバーに送信する．その進捗

位にくる．AutFill: Google カレンダーの自動配置場所，ユ

はプログレスバーなどで詳しく表示される．全体を通して

ーザが自らコンテンツを配置した以外の場所に，メディア

Android のハードウェア支援機能を活用し，高速なレスポ

ブラウザ内に保有するコンテンツをすき間なく自動配置す

ンスを実現している．

る．配置アルゴリズム以下のようになる．1) ウィッシュリ

2.2 考 察 ・ 議 論

ストの高い順番を最優先. 2) すき間時間にできるだけ近い
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組表生成：[2]の時点では，番組表は生成していなかったが，

はテレビ放送のようなある程度半強制的な情報提示をする
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ケジュールのみしか見られないが，番組表機能では 1 週間
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2.1 シ ス テ ム 実 装
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8GB ）の PC を利用した．ハードディスクは 6TB とした．
そこに， 7 チャンネル TV 番組を同時に録画するために，
テレビチューナーカード（PX-W3PE）3 個，および USB テ
レビチューナー1 個搭載した．
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