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要旨

本稿では，イベント -アクティビティ・モデルに基づ

いて，シーン検索における利用者の実体を捉える視点の

多様性に対処する手法を提案する．本手法では，対象世

界上の時間経過にしたがって変化する実体の分類を表す

ために役割の概念を導入し，役割に基づいてイベントを

照合する．さらに，動画像のコンテクストに基づいて実

体の役割を決定するための知識を Statechartで表現し，

それぞれの時刻にいてその役割を自動的に決定する．ま

た，役割を変化させる際にイベントを生成することによ

り，異なる実体間での連鎖的な役割遷移を実現する．

1 はじめに

動画像は対象世界の動的な現象を人間にとって直観的

にわかりやすく表現可能であるため，報道，娯楽，教育

等のさまざまな分野で利用されている．近年，大量の動

画像を効率的に管理し，効果的に利用可能とする動画像

データベース・システムが活発に研究されている [1]．動

画像データベースに対する利用者の検索対象として，動

画像全体だけでなく，動画像中のシーンが要求される場

合がある．シーンとは，動画像中で意味的なまとまりの

あるフレーム系列であり，対象世界の活動を表現する．

利用者の視点によってシーンは様々なものが考えられる

ため，シーン検索では利用者の視点を反映することが重

要である．動画像データベースにおけるシーン検索手法

は従来にもいくつか提案されている [2{5]．これらのシー

ン検索手法では，データベース作成者がシーンに対して

キーワード等の属性情報を付加しておき，属性情報に基

づいてシーンを検索するアプローチを採用している．し

かし，このアプローチでは，検索可能なシーンは基本的

にデータベース作成者が指定したものに限定されるた

め，利用者の視点を反映したシーンの検索が困難である

[6]．

我々は利用者の様々な視点に基づいたシーン検索が

可能な動画像データベース・システム STRIKE(STream
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図 1: イベント系列とシーンの例

Events)を開発中であり，動画像データ・モデルとして

イベント -アクティビティ・モデルを提案している [6]．

本モデルでは，動画像中に記録された継続時間のない出

来事をイベントとして表し，動画像の内容をコンテクス

トと呼ばれるイベントの系列として表現する．このと

き，動画像が記録している継続時間のある活動は，コン

テクストの部分系列として表現可能であり，アクティビ

ティと呼ばれるイベントの系列パターンによって指定可

能である．コンテクストを構成する個々のイベントをフ

レームに対応付けることにより，利用者はシーンに対す

る検索要求をアクティビティとして表現可能となる．本

モデルに基づくシーン検索の直観的な例を図 1に示す．図

では「投手がボールを投げる」「打者がボールを打つ」

「ボールが外野スタンドに入る」というイベント系列が

存在する場合，この系列を含むフレーム系列は「ホーム

ランを打つシーン」であることを示している．

イベント -アクティビティ・モデルに基づくシーン検

索では，以下のような利用者の視点の相違に基づいて，

シーンを検索可能である．

1. 着目する実体の相違：コンテクスト中の特定の実体

に関するイベントのみを対象として動画像内容を

捉えることができるため，興味のある実体に関する

シーンを検索可能である．

2. 活動の複合レベルの相違：コンテクストの部分系列

seqが表す活動を構成する更に細かい活動は， seq

の部分系列として表現可能である．したがって，
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様々な複合レベルの活動を表すシーンを検索可能で

ある．

3. 活動を捉える概念レベルの相違：シーンはコンテク

スト上の開始イベントと終了イベントによって一意

に同定される．コンテクスト上には開始イベントと

終了イベントが同一な複数のイベント部分系列が存

在する．これらのイベント部分系列はそれぞれ異な

る概念を表現していると考えることができるため，

様々な概念レベルから捉えた活動を表すシーンを検

索可能である．

上記の手法ではイベント系列を構成するイベントの組

合せにより活動（シーン）を捉える利用者の視点の多様

性に対処している．これに対して，利用者の視点の相違

は動画像中に記録された実体に対しても発生する場合

がある．例えば，野球の試合において， \選手"という

概念に分類される実体は，さらに \打者"， \野手"， \走

者"等の概念に分類することができる．利用者がイベン

ト系列を指定する際には，イベント系列を構成する個々

のイベントとその並びを指定するが，このとき，イベン

トを構成する実体を指定する必要がある．この実体の指

定において，実体を分類する概念を用いることができれ

ば，利用者の視点に基づくシーン検索に有効である．例

えば，利用者は， \イチローが○○した"という表現のよ

うに \イチロー"という個別的な実体を指定するのではな

く， \野手が○○した"という表現における \野手"のよ

うに実体を表す概念を用いたい場合がある．

動画像は対象世界の動的な側面を記録しているため，

実体の分類は動画像の時間経過にしたがって変化するこ

とがある．例えば，ある野球の試合の中では，同一選手

が \打者"， \走者"， \野手"という概念の全てに分類さ

れる可能性があるが，同時に複数の概念に所属すること

はない．このように時間経過にしたがって変化する分類

のための概念を役割と呼ぶ．

役割によって実体を参照するためには，実体の役割へ

の所属関係だけでなく，所属関係が有効となる動画像上

の時間区間を決定する必要がある．それぞれの実体に対

してこうした所属関係と時間区間をデータベース作成者

が手動で指定するのは現実的でない．したがって，実体

の役割を自動的に決定する機構の実現が期待される．実

体の役割は動画像が記録している対象世界の状況に基づ

いて決定される．イベント -アクティビティ・モデルで

は，状況をコンテクスト（イベント系列）として表現す

るため，

シーン検索時に役割に基づいた実体の参照を実現する

ために，以下の 2種類のアプローチを考えることができ

る．

1. 利用者の検索要求を処理する際に，指定された時刻

における実体の役割をその都度計算する．

2. データベース作成時に，参照される可能性のある時

刻における実体の役割を予め計算し，システム内に

保持しておく．

（1）の手法では，個々の検索要求を処理する度に，コン

テクストを構成する全てのイベントをスキャンして実体

の役割を決定する必要があるため，検索コストが大きく

なる．一方，（2）の手法では検索時に実体の役割を計算

する必要がないため，高速な検索処理が実現できる．し

たがって，（2）の手法が有効であると考えられる．

本稿では，利用者の実体に対する視点の違いを反映し

たシーン検索の実現を目的として，イベント -アクティビ

ティ・モデルに基づいて，実体の役割の表現方法と，役

割を用いた検索手法を提案する．さらに，役割を決定す

るための知識を状態遷移図として表現し，動画像のコン

テクストに基づいて実体の分類を自動的に決定する手法

を提案する．なお，本稿では対象とする動画像として野

球中継を想定する．

本稿は次のように構成される． 2節では，イベント -

アクティビティ・モデルと動画像データベース・システ

ム STRIKEの概要を述べる． 3節では，役割に基づいた

シーン検索手法を述べる． 4節では，コンテクストに基づ

いて役割を自動的に決定するための知識表現について述

べる． 5節では，役割を決定し，それを保持する処理につ

いて述べる． 6節では，関連する研究を示し，本手法の特

長を示す． 7節では，まとめと今後の課題を示す．

2 STRIKEの概要
2.1 イベント -アクティビティ・モデル

本節ではイベント -アクティビティ・モデルの定義を簡

単に示す．

実体は文字列として表現される．実体型は実体型名

entと実体の集合 EN の対 (ent; EN)であり， EN

の要素は entのインスタンスと呼ばれる．イベント

はイベント識別子 eidと実体 eni (1 � i � n)の対

(eid; [en1; � � � ; enn])である．イベント型はイベント型名

evtと引数の型指定 argdef とイベント集合 EV から構成

される 3項 (evt; argdef ;EV )であり， argdef は実体型

名 enti の n項 [en1; � � � ; enn]である．ここで， EV の要

素は evtのインスタンスと呼ばれる．本稿で例として用

いる野球の試合における実体の型と実体の例を図 1に示

し，イベント型の説明を図 2に示す．

コンテクストは特殊記号$; $とイベント evi (1 � i �

n)から構成される系列 h$; ev
1
; � � � ; ev

n
; $iである．ここ
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表 1: 野球の試合における実体の例

型名 実体

選手 "イチロー "， "古田 "，等

塁 "本塁 "， "1塁 "，等

ボール "ボール "

ストライク・カウント "ストライク・カウント "

アウト・カウント "アウト・カウント "

表・裏 "表・裏 "

イニング "イニング "

表 2: 野球の試合におけるイベント型の例

イベント型 説明

(take-part,[選手 ]) 選手が出場する

(leave,[選手 ]) 選手が退場する

(is-pitcher,[選手 ]) 選手が投手になる

(is-catcher,[選手 ]) 選手が捕手になる

(is-batter,[選手 ]) 選手が打者になる

(is-out,[選手 ]) 選手がアウトになる

(is-safe,[選手,塁 ]) 選手が塁でセーフになる

(hit,[選手,ボール ]) 選手がボールを打つ

(catch,[選手,ボール ]) 選手がボールを捕る

(change,[]) チェンジになる

(next-inning,[]) 次のイニングになる

で，$は系列の先頭を表し， $は系列の最後尾を表す．

イベント・パターンはイベントの集合を表す．イベン

ト・パターンについては， 3節で詳しく説明する．イベ

ント・パターン evpにイベント evが含まれる場合， evp

は evに照合するという．アクティビティはイベント・パ

ターンの集合 EV P とイベント・パターンの正則表現 re

の対 (EV P; re)であり，イベントの系列を受理するオー

トマトンを表す．ここで， EV P はオートマトンに入力

されるイベントの集合を表し， reはイベントの系列パ

ターンを表している．

2.2 シーン検索処理

STRIKEはイベント -アクティビティ・モデルに基づ

いてシーン検索処理を行なう．この処理のデータフロー

を図 2に示す． STRIKEは，動画像を蓄えているデータ

ベース，動画像内容を表すイベント系列を蓄えている

データベース，動画像中のフレームとイベント系列中の

イベントの対応関係（インデックス）を蓄えているデー

タベースを有する．検索処理の手順を以下に示す．

1. 利用者は検索要求をアクティビティとして指定す

る．

2. インデックスとして付加されたイベント系列から，

イベントDB

利用者 マッチング 変換 シーン検索

インデックスDB 動画像DB

アクティビティ
(イベント系列パターン) 部分系列

イベント系列 対応関係 動画像

シーン指定

シーン

図 2: シーン検索処理

アクティビティが受理する部分系列を取り出す．

3. 得られた部分系列を開始フレーム番号と終了フレー

ム番号の対として表されるシーン指定に変換する．

4. シーン指定に基づいて動画像データベースからシー

ンを検索し，利用者に検索結果として返す．

3 実体の役割と検索
3.1 実体と役割

一般的に，実体は複数の概念に分類可能である．動的

な世界を対象とするとき，実体の特性や対象世界の状

況は時間によって変化するため，実体の分類（メンバー

シップ）が時間経過にしたがって変化する場合がある．

そこで，動的な世界における実体の分類を以下の 2種類

に区別する．

不変的な分類 対象世界の全ての時刻において成立する分

類

可変的な分類 対象世界上のある時刻では成立するが，他

の時刻では成立しない可能性がある分類

イベント -アクティビティ・モデルにおける実体の型は

不変的な分類のカテゴリとして用いられる．一方，可変

的な分類を行うためのカテゴリを役割と呼ぶ．例えば，

野球の試合において各々の選手は \打者"， \走者"， \野

手"等のカテゴリに分類できるが，それらは時間経過に

したがって変化するため，これらのカテゴリは役割であ

る．

実体がある役割に分類されているとき，更に特化され

た役割に分類可能である場合がある．例えば，野球の試

合において選手が役割 \走者"に分類されるとき， \1塁

走者"， \2塁走者"， \3塁走者"のいずれかに分類可能

である．特化された役割を持つ役割は階層構造に組織化

可能である．図 3に役割の階層の例を示す．図中の長方形

は役割を表しており，役割間の矢印は特化関係を表す．

実体の可変的な分類を行うためには，異なる時刻にお

ける実体の相を区別する必要がある．対象世界の時刻

に基づいて識別される実体の相をスナップショットと呼

ぶ．役割とスナップショットを対応付けることで，ある
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1塁走者 2塁走者 3塁走者

走者打者野手

出場

投手 捕手
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・・・

控え
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図 3: 役割階層の例

st1

t1 t2 t3

st2 st3実体 a

役割 r1 役割 r2

時刻

図 4: スナップショットと役割の対応付けの例

時刻における実体の役割を表現することができる．実

体 aの時刻 tにおけるスナップショットを at と表現する

とき， at が役割 rに属するのであれば，時刻 tにおいて

aは役割 rを持つという．図 4にスナップショットと役

割の簡単な例を示す．図中では，実体 aの 3つのスナッ

プショット st1; st2; st3 について， st1; st3 が役割 r1に属

し， st2 が役割 r2に属することを示している．したがっ

て，実体 aは，時刻 t1とt2において役割 r1をもち，時

刻 t2において役割 r2を持つ．

3.2 スナップショットの保持

動画像中で区別可能な時刻の数は，動画像を構成す

るフレームの数と一致する．したがって，動画像中に存

在する実体に対して，フレームの数と同数のスナップ

ショットを考えることができる．しかし，イベント -ア

クティビティ・モデルでは，実体はイベントの引数とし

て参照され，任意の時刻の実体が単独で参照されること

はない．したがって，対象世界上の全ての時刻における

スナップショットを保持しておく必要はなく，イベント

の引数として参照される時刻でのスナップショットが保

持されていれば充分である．例えば，イベント ev =

(eid; [a])が発生した際には， evが発生した時点での a

のスナップショットが保持されていればよい．

イベントが発生した時刻におけるスナップショットは

イベントと実体によって一意に同定可能である．そこ

実体型 ent

a

イベント型 evt1 イベント型 evt2

(#3, [a, b])

役割 r1 役割 r2

(#1, a)

役割 r3

(#2, b) (#3, a) (#3, b)

b

(#1, [a]) (#2, [b])

図 5: スナップショットの例

で，スナップショットをイベント識別子 eidと実体 enの

対 (eid; en)として表現する．スナップショット (eid; en)

は，イベント識別子 eidを持つイベントにおいて参照さ

れる際の実体 enのスナップショットを表す．役割は役割

名 rとスナップショットの集合 SN の対 (r; SN)として

表現する．役割はスナップショットの型であると考える

ことができるため， SN の要素を役割 (r; SN)のインス

タンスと呼ぶ．

図 5にスナップショットの例を示す．長方形は実体型，

役割，イベント型のいずれかを表している．長方形に含

まれる角丸長方形は，実体，スナップショット，イベン

トのいずれかを表し，実体型に含まれるものは実体を表

し，役割に含まれるものはスナップショットを表し，イ

ベント型に含まれるものはイベントを表している．図中

では，スナップショット (#1; a)が役割 r1のインスタン

スであることから，イベント (#1; [a])が発生した時刻に

おいて，実体 aが役割 r1を有することがわかる．同様

に，イベント (#2; [b])が発生した時刻において実体 bは

役割 r2を持ち，イベント (#3; [a; b])が発生した時刻に

おいて実体 aは役割 r2を，実体 bは役割 r3を持つこと

がわかる．

3.3 役割に基づくイベントの照合

利用者のシーンに対する検索要求はアクティビティと

して表現される．アクティビティはイベント・パターン

の正則表現である．イベント・パターンはイベントの型

名と引数となる実体の集合を指定したものであり，イ

ベントの集合を表す．実体を役割によって指定するため

に，イベント・パターンを再定義する．

イベント・パターンはイベント型名 evtと実体パター

ン epi (1 � i � n)を用いて evt[ep1; � � � ; epn]と表記す

る．イベント・パターン evt[ep1; � � � ; epn]が与えられた

とき，イベント ev = (eid; [en1; � � � ; enn])との照合処理

は，以下の手順で行われる．
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hit[打者,ボール] catch[2塁手,ボール] catch[遊撃手,ボール]

out[1塁走者]

catch[1塁手,ボール]out[打者]

図 6: アクティビティの例

step1 evがイベント型 evtのインスタンスであれば

step2に進む．そうでなければ失敗である．

step2 全ての epi (1 � i � n)が以下を満足する場合

にのみ照合に成功する．そうでない場合は失敗であ

る．

case1 epiが実体の集合のとき，実体 eni が epi の

要素である．

case2 epiが実体型の型名のとき，実体 eniが実体

型 epiのインスタンスである．

case3 epiが役割名のとき，スナップショット

(eid; eni) が役割 epiのインスタンスである．

例として，図 5中の 3つのイベントに対する照合を考え

る．イベント・パターン evt1[r1]に照合するのはイベン

ト (#1; [a])だけである．これは， (#1; [a])が evt1のイ

ンスタンスであり，スナップショット (#1; a)が役割 r1

のインスタンスであるからである．一方，イベント・パ

ターン evt2[r1; r2]はどのイベントにも照合しない．イベ

ント (#3; [a; b])はイベント型 evt2のインスタンスであ

るために， step1において照合の候補となるが，実体 a

がその時刻で役割 r1を持たないため，照合に失敗する．

役割を用いたアクティビティの例を図 6に示す．図に示

されたアクティビティは野球の試合において俗に「4-6-3

のダブルプレー」�と呼ばれる活動を表している．

4 動画像のコンテクストに基づく役割の決定
4.1 役割の遷移に関する知識

役割の変化は対象世界の特性の変化によって引き起こ

される．イベント -アクティビティ・モデルでは対象世界

の特性の変化をイベントとして表現するため，役割の変

化はイベントによって引き起こされると考えることがで

きる．

我々は，実体が有する役割を決定するための知識を状

態遷移図として表現し，役割遷移図と呼ぶことにする．

役割遷移図中の状態には役割を対応づけることができ，

状態は対応付けられた役割の名前でラベル付けられる．

状態間の有向枝は状態の遷移規則を表し，イベント・パ

�打球を 2塁手が捕った後，遊撃手， 1塁手の順番でボールが渡され
て，攻撃側の選手 2人がアウトになること．

0 1 2
out[選手] out[選手]

out[選手]
アウト・カウント

イベント型changeの
インスタンスを生成

図 8: 実体 \アウト・カウント"に対する役割遷移図

ターンによってラベル付けされる．これは，入力された

イベントとイベント・パターンとの照合が成功した際

に，有向枝によって示された遷移が行われることを表

す．

役割遷移図は実体型に対して定義される．すなわち，

同じ実体型に属する実体は同一の役割遷移図に基づい

て役割を遷移させる．しかし，役割の遷移は実体毎に個

別的に行われ，同一時刻においても異なる実体は異なる

役割を持つ場合がある．遷移は実体毎に個別的に行われ

るため，入力されたイベントが自分自身を含むか否か

を区別したい場合がある．そこで，イベント・パターン

内に指定される実体パターンとして自分自身を表す記

号selfを指定できるものとする．

役割は階層的な構造を持つため，役割を状態遷移図

として表現するためには，状態の階層構造を表現しな

ければならない．こうした要求に対処するために State-

chart[7,8]を用いる． Statechartは階層化された状態を

表現可能な状態遷移図であり，OMT[9]や UML[10]等

のモデル化言語において採用されている． Statechartの

簡単な説明と表記法を付録 Aに示す．役割遷移図におい

て， Statechartのルートは実体の型を表し，サブ状態は

特化された役割を表している．図 7に，野球の試合におけ

る選手の役割遷移図の例を示す．この役割遷移図では図

3に示した役割の階層関係と役割間の遷移規則が表現され

ている．

4.2 連鎖的な役割遷移と導出イベント

実体の状態遷移が他の実体の状態遷移に基づいて連鎖

的に発生する場合がある．例として，野球の試合におけ

る実体 \アウト・カウント"と \表・裏"について考え

る．実体 \アウト・カウント"は，その値を \0"， \1"，

\'2"という 3種類の役割として表現可能であり， \0"

から \1"， \1"から \2"， \2"から \0"へイベント型

\out"のインスタンスによって遷移する．この実体の役

割遷移図を図 8に示す．一方，実体 \表・裏"は \表"と

\裏"という 2つの役割を持ち，実体 \アウト・カウント"

の役割が \2"から \0"に遷移したときに自分自身の役割

を変化させる．
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選手 控え 出場済み

出場

打者野手

走者

投手 捕手

待機H

is-safe[self,"1塁"]

1塁
走者

2塁
走者

3塁
走者

is-batter[選手] is-batter[選手] is-batter[選手]

is-safe[self,"2塁"] is-safe[self,"3塁"]

is-out[self],
is-safe[self,"本塁"]

change[] is-batter[self]

is-out[self]
change[]

is-catcher[self]is-pitcher[self]

take-part[self]
leave[self]

図 7: 役割遷移図の例

イベントは実体の特性の変化を表現するが，実体の役

割は実体の特性の一種であるため，実体の役割の変化を

イベントとして捉えることができる．これは，役割を変

化させたイベントを解釈し，新たなイベントを導出する

ことであると考えられる．前述の例では，実体 \アウト・

カウント"の役割の \2"から \0"への遷移は，イベント

型 \change"のインスタンスであると考えることができ

る．このように，役割の遷移によって生成されるイベン

トを導出イベントと呼ぶ．これに対して，データベース

作成者が陽に生成したイベントを基本イベントと呼ぶ．

連鎖的な役割遷移は，基本イベントに基づいて導出イベ

ントが生成され，その導出イベントに基づいて他の実体

が役割を遷移させることにより表現できる．

イベント・パターン epに照合するイベントによっ

て発生する遷移において操作 evt(en1; � � � ; enn)を実

行する遷移規則を， \ep=evt(en1; � � � ; enn)"をラベル

として持つ状態間の有向枝として表記する．ここで，

evt(en1; � � � ; enn)は，イベント型 evtの [en1; � � � ; enn]

を引数としてもつインスタンスを生成する操作を表す．

図 9に連鎖的な役割遷移の例を示す．図では実線の有

向枝が発火した役割遷移規則を表し，破線の有向枝が発

火しなかった遷移規則を表す．イベント型 \out"のイン

スタンスにより実体 \アウト・カウント"が導出イベント

としてイベント型 \change"のインスタンスを生成する．

この導出イベントに基づいて実体 \表・裏"の役割を変化

させ，更に導出イベントとしてイベント型 \next-inning"

のインスタンスを生成する．この導出イベントは実体 \イ

0 1 2
out[選手] out[選手]

out[選手] / change()
アウト・カウント

表 裏
change[]

change[] / next-inning()
表・裏

next-inning[]
イニング

next-inning[]
0 1

イベント型changeのインスタンス

イベント型next-inningのインスタンス

イベント型outのインスタンス

図 9: 連鎖的な状態遷移の例

ニング"の役割を変化させる．

5 スナップショットと導出イベントの生成
役割遷移図に基づいてスナップショットと導出イベン

トを生成する処理について述べる．この処理を行うため

に，以下の前提が成り立つものとする．

1. イベントは動画像中の発生順に生成される．

2. 実体は現在の役割を保持する．

3. データベース作成者はイベントの引数として実体を

指定する．

以下に，インデキシングの処理手順を示す．

step1 データベース作成者は動画像を観測してイベント

(eid; [en1; � � � ; enn])を生成する．
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step2 それぞれの実体 eniに対して， eni の状態を遷移

させる．もし，生成されたイベントに対応する遷移

が存在しない場合には，現在の状態を保持する．

step3 現在の状態に対応する役割 rのインスタンスとし

てスナップショット (eid; eni)を生成する．

step4 導出イベントが定義されているならば導出イベン

トを生成し， step2に移る．

導出されたイベントは，コンテクスト上では，導出の

きっかけとなった遷移を引き起こしたイベントの直後に

配置される．すなわち，イベント evによって引き起こさ

れた遷移で導出イベント ev0 が生成されたとき， ev0 は

evの直後に配置される． ev0 が他の状態遷移を引き起こ

して，連鎖的に他のイベント ev00が導出された場合も，

同様な理由から ev0 の直後に ev00 が配置される．もし，

同一のイベントから複数の導出イベントが生成された場

合，導出されたイベント間の順序は生成された順序とな

る．

コンテクストが更新された場合には，コンテクスト上

の更新部分から後のスナップショットの生成やイベント

の導出に影響を及ぼす．したがって，コンテクストが更

新された際には，スナップショットと導出イベントは全

て破棄し，コンテクストの先頭からイベントを読み込

み，スナップショットと導出イベントの生成処理を再び

実行する．

6 関連する研究との比較
様々な視点から捉えた対象世界の実体をデータベース

内に表現することはオブジェクト指向データモデル [11]

の分野において，従来からいくつかの提案がなされてい

る [12{15]．これらの手法では，対象世界の実体をオブ

ジェクトとして表現した場合，実体を捉える視点が異な

るとオブジェクトの属性構造や振舞いが異なることに着

目し，実体としての同一性を保ちながら，それらの相違

を利用者の視点に基づいて適切に扱うことを目的として

いる．これらの手法の基本的なアプローチは，同一オブ

ジェクトの異なるクラスにおける相（概念的な相）を識

別するものである．しかし，このアプローチは，対象世

界の異なる時刻における実体の相（時間的な相）を表現

する能力がないため，動画像の内容記述のように，実体

の時間的な相と概念的な相を同時に表現しなければなら

ない応用には適さない．これに対して，我々の手法では

実体の時間的な相と概念的な相を同時に表現することが

できる．

これまでに動画像データベースにおけるシーン検索手

法は田渕ら [3]， Littleら [4]，Dudaら [5]を始めとして

いくつか提案されてきたが，これらの手法では動画像

中の実体の多相性は考慮されていない．こうした中で，

OVID[2]は，シーンに付加される属性値の概念階層知識

を用いることにより実体に対する複数の視点を表現可

能である．しかし，この手法では，動画像のコンテクス

トに基づいて実体の役割を自動的に決定する機構を提

供していないため，データベース作成者が動画像中の場

面に応じて実体の役割を決定し，陽に指定しなければな

らない．これに対して，我々の手法ではコンテクストに

基づいて自動的に役割を決定することができる．また，

OVIDは型の概念を持たず，概念階層知識は静的な木構

造を用いて表現される．木構造を用いて実体と役割の関

係を記述しようとすると，同じ役割を持つ実体は複数存

在し得るため，実体の役割は個々の実体の上位ノードと

して表現される．しかし，対象世界で実体の役割が変化

する場合には，実体は複数の親を持つことになり，実体

の役割を決定することができない．したがって，この手

法では対象世界の時刻によって変化する実体の役割を表

現することができない．

7 おわりに

本稿では，我々がこれまでに提案しているイベント -ア

クティビティ・モデルに基づいて，動画像データベース

のシーン検索における利用者の実体を捉える視点の多様

性に対処する手法を提案した．本手法では，実体の可変

的な分類を表すために役割の概念を導入し，役割に基づ

いてイベントを照合することができる．さらに，動画像

のコンテクストに基づいて実体の役割を決定するための

知識を Statechartで表現し，それぞれの時刻における役

割を自動的に決定する．また，役割が変化する際にイベ

ントを生成することにより，異なる実体間での連鎖的な

役割遷移が実現される．

今後の課題を以下に示す．

1. 本手法を実装して有効性を確認する．

2. 本手法では，実体が内部構造を持たないため，検索

時に指定できる情報が限定される．例えば，選手の

打率等を表現できない．実体に内部構造を持たせる

ことにより，実体の属性を表現可能とし，更に高度

な検索に対処可能とする予定である．

3. 本手法では，野球の試合における打順のように実体

間の関係に基づいて決定される役割を自動的に決

定することができない．実体の関係を構造化するモ

デル化要素を導入し，この問題に対処する予定であ

る．
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A Statechartの簡単な説明と表記法 [8,7]

Statechartは，階層化された状態を持つ状態遷移図で

ある． Statechartでは，状態がサブ状態を持つことがで

きる．状態はOR状態， AND状態，基本状態の 3種類

に分類可能である．OR状態はサブ状態が排他的な関係

にあり， AND状態はサブ状態が直行する関係にある．

サブ状態を持たない状態は基本状態と呼ばれる．他のサ

ブ状態となっていない状態をルートと呼ぶ． Satechart

はただ一つのルートを持つ． Statechartが取り得る状態

集合 Cは以下の規則を満足しなければならない．

1. Cはルート Rを含む．

2. CがOR状態 Aを含むなら， Aのサブ状態の 1つ

を含む．

3. Cが AND状態 Aを含むなら， Aのサブ状態を全て

含む．

内部状態を一時的に記憶しておくために，履歴節点を

利用することができる．履歴節点は遷移する以前の状態

を記憶しており，履歴節点に遷移したときは，記憶され

た状態に遷移する．履歴状態は，それが存在する状態領

域に対して適用される．履歴状態には複数の入力遷移が

存在してもよいが，出力遷移はない．

初期状態は黒丸で表され，それ以外の状態は角丸長方

形か破線で区切られたの角丸長方形内の閉領域として表

される． AND状態は領域内が破線で区切られた角丸長

方形によって表現される．履歴節点は文字 Hでラベル付

けられた円として表記される．図 10に表記例を示す．
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(a) AND状態 (b) OR状態 (b) 基本状態

(d) 初期状態 (e) 履歴接点

H

図 10: Statechartで用いる表記
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