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ビデオ・データベースにおけるシーン粒度の多様性を考慮した

類似検索手法

A Method for Similarity-Based Retrieval of Scenes in Diverse
Granularity on Video Database

牛尼 剛聡�� 小坂 健�y 渡邉 豊英�y

USHIAMA Taketoshi�� KOSAKA Ken�y WATANABE Toyohide�y

あらまし 本論文では，ビデオ・データベースにおけるシーンを対象とした類似検索手法を提案す

る．現在，類似検索のためには，検索対象を単一の特徴ベクトルによって表現し，ベクトル間の距離に

よって類似度を定義する手法が広く利用されている．シーンとはビデオ中で意味的なまとまりがあるフ

レーム区間である．ビデオ中には，利用者の興味に基づいて，多様な視点から，様々な粒度のシーンを

考えることができる．したがって，検索対象となるシーンをあらかじめ個別化することは困難であるた

め，単一の特徴ベクトルを利用する一般的な類似検索手法をそのまま適用することが不適切である．本

手法では，利用者によって例示されたシーンの粒度に基づいて，指定されたシーンの特徴となる特性を

決定する．そして，限定された特性に関してのみマッチングを行うことにより，利用者の意図を反映し

た効率的なシーンの類似検索を実現する．

キーワード ビデオ・データベース，類似検索，シーン検索，意味内容記述，内容検索

1 はじめに

ビデオは対象世界の動的な活動を人間にとって直感

的に分かりやすく表現可能であるため，報道，娯楽，教

育等様々な分野で対象世界の動的な側面の記録・伝達

に利用されている．近年，計算機の処理速度の向上，お

よび 2次記憶媒体の大容量化と低価格化に伴い，ビデ

オをコンピュータ上で簡単に利用可能となった．こう

した中で，大量のビデオを効率的に管理し，効果的に

利用するためのビデオ・データベースに関する研究が

活発に行われている．ビデオはフレームの時系列であ

り，その部分系列を考えることができるが，意味的なま

とまりがある部分系列はシーンと呼ばれる．ビデオ・

データを利用する際には特定のシーンのみを必要とす

る場合があるため，ビデオ・データベースから特定の

シーンを検索する機構が重要である．
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これまでに，シーン検索に関して多くの研究がなさ

れている．従来の一般的なシーン検索手法では，利用

者がキーボードから文字列を入力したり，GUI上のメ

ニューを選択することにより検索条件を指定する必要

があった．しかし，一般の利用者が検索条件を正確に

記述することは困難である．また，検索条件の指定に

熟練した利用者であっても，検索条件を正確に指定す

るためには多大な労力が必要である．さらに，利用者

がビデオ・データベース中に含まれているデータに関

して正確な知識を持たない場合には，考えられる検索

条件の数が膨大になり，利用者は要求する検索結果が

得られるまで，様々な検索条件で検索を繰り返す必要

がある．また，利用者が予想しなかったデータがデー

タベース中に含まれており，それが利用者の検索要求

と一致する場合も考えられる．

今後，インターネットやケーブルテレビ回線を通じ

て一般の利用者がビデオ・データベースにアクセスす

る環境が整備されていくと予想される．こうした環境

では，より簡単な操作でシーンを検索するための機構が

必要である．こうした背景の下，我々はデータベース
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をブラウジングして利用者の検索要求に類似したシー

ンを指定し，指定されたシーンを例として類似したシー

ンを検索するシステムの開発を行っている．我々はこ

れまでに概略表現の生成に関する手法 [1] やハイパー

ビデオを用いたブラウジング手法 [2]を提案している．

これらの手法を用いることにより，利用者は簡単な操

作で内容を確認し，例となるシーンを発見できる．本

稿では，利用者が例となるシーンが発見したことを前

提として，利用者が例として指定したシーンに類似す

るシーンを検索する手法を提案する．

本手法は，人手によって内容記述がなされたビデオ

を対象とする．また，データベースに蓄えるビデオは

同種の対象を記録したものとする．本論文では，説明

のために野球の試合を記録したビデオを例題として利

用する．

2 背景

2.1 従来の類似検索手法とシーン検索

静止画像データ，音データ，テキスト・データ等を対

象とした類似検索はこれまでにも活発に研究がなされ

てきた．類似検索の代表的な手法は，距離アプローチ

と変換アプローチに大別できる [3]．現在，データベー

スにおける類似検索においては，距離アプローチが採

用されることが多い．距離アプローチでは特徴ベクト

ルを利用する手法が一般的である．この手法では，検

索対象となるオブジェクトを特徴ベクトルとして表現

する．特徴ベクトルはオブジェクトの特徴を表す多次

元ベクトルである．例えば，静止画像データに対する

類似検索のために利用される特徴量としては色ヒスト

グラム，テクスチャ特徴量，形状特徴量などがある [4]．

本論文では，ビデオのシーンを対象とした類似検索

について考える．ビデオはフレームの時系列であり，

シーンとはビデオ中で意味的なまとまりをもつフレー

ム区間である．ビデオ中にはさまざまな視点からシー

ンを捉えることができるため，一つのビデオの中にも

多種多様なシーンが存在する．一般に，それらの中に

は，再生時間が数秒の短いシーンから，数分に渡る長い

シーンまで，様々な粒度のシーンが含まれる．例えば，

野球の試合においては，一つの打席を一つの意味的な

まとまりとして捉える場合もあれば，複数のイニング

を一つの意味的なまとまりとして捉える場合もある．

従来の特徴ベクトルに基づく一般的な検索手法をビ

デオのシーン検索に適用する場合には，検索対象とな

るすべてのシーンをあらかじめ個別化し，それぞれに

対応する特徴ベクトルを設定しなければならない．ビ

デオにおいて，意味的なまとまりがあるフレーム区間

は，利用者の視点によって無数に存在するため，シー

ンをあらかじめ個別化することは非常に困難である．

上記の問題点を解決するため，シーンを単一の特徴

ベクトルではなく特徴ベクトルの系列として表現する

アプローチが考えられる．このアプローチでは，フレー

ムにおける特徴を一つのベクトルとして表現し，ベク

トル系列のマッチングを行う．ベクトル系列のマッチ

ングは，要素となる単一のベクトルのマッチングより

も処理コストが大きい．例えば，長さ nのベクトル系

列に対して，長さ m の部分系列を検索するために必

要なマッチング処理の一般的なオーダーは O(nm) で

ある．

ビデオの内容をベクトル系列として表現した場合，

空間的な広がりと対象を捉える概念の多様性はベクト

ルの次元数に反映され，時間的な広がりはマッチング

の対象となる部分系列の長さ（ベクトルの数）に反映

される．

利用者がシーンを捉える視点の多様性を反映した検

索を実現するためには，ベクトルの次元数を多くする

必要がある．これは，ベクトルの 1要素が対象を捉え

る 1つの視点に対応しているからである．しかし，単

純に様々な視点を考慮し，ベクトルの次元数を増加さ

せると，マッチングの際の処理コストが増大するとい

う問題が発生する．また，類似度を決定する際に，利

用者が意図しない視点が多く含まれるため，それらが

ノイズとなり，利用者の意図を反映した検索結果が困

難となる．

2.2 本手法のアプローチ

本手法では上記の問題を解決するために，データの

適切な抽象化に基づくアプローチを用いる．具体的に

は，データの抽象化により内容的な特徴を失うことが

ないよう以下を実現する．

1. マッチングの対象となる特徴ベクトルの次元数を

削減する．

2. マッチングの対象とする特徴ベクトル系列の系列
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長を短くする．

フレーム毎に対応づけられているベクトルは時間の

経過に従って変化するが，全ての特徴がフレームごと

に変化するわけではない．そこで，本手法では，特徴

が不変な区間を一つのベクトルとして表現する．これ

により，マッチングする系列長を短縮できる．マッチ

ングする系列長の短縮は，マッチング時の処理時間の

短縮につながる．

さらに，指定したシーンの粒度に応じて，類似度の

計算に利用する特徴を限定する．ビデオの内容の特性

を表す概念図を図 1に示す．本手法では，ビデオの内

容を特徴の集合と考える．それらの特徴は様々な抽象

度に位置付けることができる．抽象度が高い特徴は，

抽象度が低い特徴を解釈することによって導出される．

すなわち，抽象度が高い特徴は，抽象度が低い特徴に

依存している．そして，特徴の変化の頻度に注目する

と，一般的に抽象度が高い特徴は抽象度が低い特徴に

比べて変化の頻度が少ない傾向にある．

こうした傾向に基づいて，利用者が粒度の大きいシー

ンを捉えるときは抽象度が高い（変化の頻度が少ない）

特徴を中心に内容を捉え，粒度の小さいシーンを捉え

るときは抽象度が低い（変化の頻度が多い）特徴を中

心に内容を捉えていると仮定する．例えば，一つの試

合をシーンとして指定した場合には，ストライク・カ

ウントの変化など頻繁に変化する特徴量はあまり重要

でないが，一つの打席を考えた場合には，ストライク・

カウントの変化は非常に重要である．本手法では，こ

の仮定に基づいて対象とする特徴を限定する．特徴を

限定することにより，特徴ベクトルの次元数を減少で

きる．特徴ベクトルの次元数の減少はマッチング時の

処理時間の短縮につながる．また，特徴ベクトルの次

元数が減少すると，特徴が不変な区間が長くなるため，

マッチングする系列長も短縮できることも，マッチン

グ時の処理時間の短縮につながる．

3 ビデオ・データベース

対象とするビデオ・データベースを定義するために，

ビデオをモデル化するために利用する概念とデータ構

造を導入する．

図 1: 特徴の抽象度と変化の頻度

■ビデオ ビデオはフレームの系列である．n + 1 フ

レームから構成されるビデオ v の i 番目 (0 � i � n)

のフレームを frame(v; i)と表記する．また，フレーム

の前後関係 � を frame(v; i) � frame(v; j) (0 � i �

j � n)として定義する．

■実体 ビデオの特徴を実体と呼び，ビデオの内容を

実体の集合としてモデル化する．実体とは対象世界上

で区別可能な物理的または概念的な「モノ」である．

物理的な実体の例としては，「選手」，「ボール」などが

あげられる．概念的な実体の例としては，「イニング」，

「ストライク・カウント」などのような単純な概念や，

「得点差」，「逆転チャンス」，「連打」などのように対象

の場面を判断するための複雑な概念もある．実体は文

字列で表すこととする．

■状態 実体は状態を有する．状態とは，任意のフレー

ムにおける実体の様相である．実体 eのフレーム f に

おける状態を 2項 (e; f )として表記する．実体 eの状

態に割り当てることが可能な値の集合を，実体 eのドメ

インと呼びDeと表記する．このとき，状態 st = (e; f )

を値を割り当てる関数を �state(st) 2 De として定義す

る．例えば，�state((イニング; frame(v1; 50000)) = 3

は，ビデオ v1 の 50000 フレームにおけるイニングが

3であることを表している．

なお，同一のドメインの任意の 2 要素 val1; val2 間

には距離 diststate(val1; val2)が定義されているものと

する．

実体の状態は，他の実体の状態に依存する場合があ

る．例えば，「得点差」を表す実体の状態は，それぞれ
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のチームの得点を表す実体の状態から導出可能である．

実体の状態を自動的に導出することにより，内容記述

を簡素化できるが，本論文では自動的に導出する方法

についての詳細は省略する．他の実体から導出された

実体が表す概念は，導出元とした実体要理も抽象度が

高い概念であると考えられる．

■ビデオ・データベース ビデオ・データベースを

(V;E;D; �state) として定義する．ここで，V はビデ

オの集合，E は実体の集合，D はドメインの集合，

�state は状態に値を割り当てる関数である．

4 類似シーン検索

前節で定義したビデオ・データベースにおいて，類

似シーン検索を実現するためにいくつかの概念を導入

し，それらを利用した検索処理について説明する．．

4.1 検索に利用する概念

■状況 特定のフレームにおいて対象とする状態の

組を状況と呼ぶ．状況を，対象とする実体のリスト

t = he1; � � � ; eni とフレーム f の 2 項 (t; f ) として定

義する．状況 (t; f ) の値はベクトル (val1; � � � ; valn)

である．ここで，vali = �state(ei; f ) である．状況 si

の値を返す関数を �situation(si) と表記する．例えば，

�situation((h 先攻チーム得点;イニング;アウトカウン

ト i; frame(v1; 50000))) = (1; 3; 2) は，ビデオ v1 の

50000フレームにおいて，先攻チームの得点が 1であ

り，イニングが 3であり，アウトカウントが 2である

ことを表している．

同一の実体リストを対象とする 2 つの状況 si1; si2

の距離を distsituation(si1; si2) =
pPn

i=1
d2i とする．

ここで，di = diststate(val1;i; val2;i)である．

■状況区間 ある状況に関して，その値が不変である

ようなフレーム区間を状況区間と呼ぶ．状況区間は対

象とする実体リスト t と 2 フレーム fhead; ftail から構

成される 3項 (t; fhead; ftail)として定義する．なお，こ

こで f1 � f2 に対して，条件

fhead � f1 � f2 � ftail

ならば

�situation((t; f1)) = �situation((t; f2))

を満足する．

状況区間を構成する状況は不変であるため，状況

図 2: 状況区間系列の例

区間の値を単一のベクトルとして表現可能である．

状況区間 in = (t; fhead; ftail) の値を，�interval(in) =

�situation((t; f )) とする．ここで，fhead � f � ftail を

満足するものとする．

同一の実体リストを対象とする 2 つの状況区間の

距離は，状況の距離を用いて，distinterval(in1; in2) =

distsituation(si1; si2) と定義する．ここで，sii は状況

区間 ini に含まれる任意の状況である．

■状況区間系列 ビデオ中のシーンをフレーム系列

の先頭フレームと終了フレームの 2 項 (fhead; ftail)

と表記する．シーンは，対象とする実体を指定する

ことにより，状況区間の系列に一意に分解すること

ができる．この系列を状況区間系列と呼ぶ．シーン

sc = (fhead; ftail) を，実体リスト tを用いて状況区間

系列に分解する演算を div(sc; t)と表記し，div(sc; t) =

hin0; � � � ; inniと定義する．ここで，ini(0 � i � n)は

状況区間であり，以下の 3条件を全て満足する．

【条件 1】 ini = (t; fi; fi+1)

【条件 2】 fi � fi+1

【条件 3】 f0 = fheadかつ fn+1 = ftail

状況区間系列の例を図 2に示す．

■シ ー ン 間 の 距 離 い ま ，2 つ の シ ー ン

sc1; sc2 に 対 し て ，実 体 リ ス ト t に 着 目

し た 場 合 の 距 離 を distscene(sc1; sc2; t) =

(
Pn

i=1
distinterval(in1;i; in2;i)) =n と し て 定 義 す

る．ここで，inj;i は状況区間系列 div(scj ; t)の i番目
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の要素（状況区間）を表す．なお，シーン間の距離が

小さいほど，シーンは類似している．

4.2 検索アルゴリズム

利用者が例としてシーン sc を指定した場合の類似

シーン検索を行う手続きの概要を以下に示す．

〔ステップ 1〕 利用者が指定したシーン sc に基づい

て，対象とする実体リスト t を決定する．これに

ついての具体的な方法は，次節で述べる．

〔ステップ 2〕 シーン scに対して，実体リスト tに関

する区間状況系列 div(sc; t) を作成する．ここで

生成された状況区間系列の長さを nとする．

〔ステップ 3〕 データベース中に含まれるすべてのビ

デオ vi に対して，実体リスト tに関する区間状況

系列 div(vi; t) を作成し，div(vi; t) に含まれる長

さが n である全ての部分系列と div(sc; t) の距離

を計算する．

ここでは，比較する 2つの状況区間系列の長さは同

一であるとしている．系列の類似検索を行う際には，

異なる長さの系列を時間的にロバストなマッチングを

実現するために，系列データを非線形的に伸縮して対

応づける DP マッチングを利用することが多い [5]．

本手法における DP マッチングの適用は今後の課題で

ある．

4.3 対象とする実体の決定

利用者が指定した例に基づいて，対象とする実体リ

ストを自動的に選択することについて考える．本手法

では，シーンの粒度と平均周波数を利用する．平均周

波数は，ある単一の実体に関する状況区間の要素がもつ

平均フレーム数である．利用者が指定した例において

重要な実体を決定するために，以下のヒューリスティッ

クを利用する．

� 平均周波数が少ない状況が変化した場合，利用者

はその状況に注目している

� 平均周期（平均周波数の逆数）が例示されたシー

ンの長さよりも大幅に小さい実体は重要度が低い．

これらのヒューリスティックに基づいて，実体に対

して重み付ける．そして，重みに基づいて対象とする

実体リストを自動的に決定する．

5 関連研究

長坂ら [6] はビデオを構成するフレームの色平均を

特徴量とし，特徴量系列に対してランレングス圧縮を

行い，ラン単位の照合を行うことにより高速のシーン

照合を実現する手法を提案している．また，片岡ら [7]

は MPEG 形式における GOP 単位で特徴ベクトル列

の平均値を用いた手法を提案している．この手法は特

徴の不変区間に着目し，マッチングの対象となる要素

を減少させる点は本論文で提案する手法と類似してい

る．しかし，これらの研究では照合するシーンの粒度

に関しては考慮していない点が本手法と異なる．

6 おわりに

本論文では，ビデオ・データベースにおけるシーン

粒度の多様性に対処可能な，意味内容に基づく類似検

索手法を提案した．

今後の評価実験により，本手法の有効性を評価する

予定である．
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