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あらまし  近年，動画コンテンツを利用したサービスが多数出現しており，それに伴い動画の内容に基づいて類

似動画の検索を行う研究が盛んに行われている．一般的な動画検索手法では，事前計算された特徴量をもとに，デ

ータベースから検索候補となる動画を取得し，候補動画に対してクエリ動画との比較を行い，最終結果を出力して

いる．そのため，データベース中の動画数が増加すると候補動画数が増加し，検索時間が長くなるという問題があ

る．また，候補動画数を一定に保つことにより，一定の検索時間で検索する手法も存在するが，データベース中の

動画数が増加すると，目的の動画が検索候補として取得できなくなるという問題がある．そこで本稿では，類似動

画を検索する時間が，データベース中の動画数に依存せず，かつ調節可能な検索手法を提案する．提案手法では，

動画のフレームから計算したハッシュ値を元に，ハッシュ値に対する動画のフレーム情報をリスト状に保持したハ

ッシュテーブルを構築する．この時，探索するリスト長を限定することにより，検索時間が動画数に依存しない検

索を可能にする．また，クエリ動画の偏りを利用し，クエリとなることが多い動画をリストの上位に配置すること

で，リストの探索を打ち切った時に目的の動画を検索候補として取得できる確率を高くする．実験の結果，リスト

の探索数を 1，動画数をそれぞれ 50，193としたとき，検索時間がそれぞれ 1.57秒，1.60 秒であり，検索対象のリ

スト長を限定することによって，検索時間が動画数に依存しないことが示せた．また，動画数を 193，リストの探

索数を 10 とした場合において，リストの並び替えを行う前後の正解率がそれぞれ 84.2%，87.5%となり，リストの

並び替えの有効性が確認できた． 
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1. はじめに  

近年，ブロードバンドの普及に伴い，一般家庭にお

いても高速な回線を用いた通信を低コストで利用でき

るようになってきている．そのため，インターネット

を通じて，ユーザが大容量な動画を扱う機会が増加し

ており，動画コンテンツを利用したサービスが多数出

現している．このような背景を受け，動画投稿サイト

からユーザが自身の目的に合った動画を見つけたいと

いう需要が高まっている．  

一方で，動画投稿サイトには常に動画がアップロー

ドされているため，動画投稿サイトに保存される動画

数は常に増加している．例えば，動画投稿サイトであ

る YouTube には，2010 年 11 月時点で毎分 35 時間分の

動画が投稿されている 1．このような大量の動画から類

似した動画を検索する場合においても，ユーザの利便

性を考慮し，一定の時間で検索結果を返す必要がある．

                                                                 
1 “YouTube 日本版公式ブログ：「 1 分間に 35 時間。

YouTube に投稿される動画の量が大幅に増加。」，”入手先
<http://youtubejpblog.blogspot.com/2010/11/1 -35-youtube.html

> 

また，ユーザによっては，より類似した動画を検索し

たいという場合や，違法に複製された動画を検索した

いという場合がある．このような場合は，検索時間が

増加しても目的の動画を得る必要がある．したがって，

ユーザの要求に合わせて検索時間や正確さを調節でき

ることが望ましい．このような背景から，膨大な量の

動画からユーザが検索時間を調節できるような検索技

術を用いることが不可欠である．また，一つのシステ

ムで検索時間を調節可能にすることで，定常的に動画

がアップロードされている環境で検索したい場合に，

多数の動画がアップロードされる時間帯は検索時間を

短く設定しシステムの負荷を軽減でき，負荷が小さい

ときは時間をかけて目的の動画を検索することができ，

システムの負荷に応じてベストエフォートな検索シス

テムを実現できる．  

類似動画検索の研究として，動画の内容に基づいて

動 画 の 検 索 を 行 う Content Based Video Retrieval 

(CBVR)の研究がされている．CBVR では動画から特徴

量を抽出し，抽出した特徴量に基づいて検索を行う．

CBVR で使用される特徴量は，大域特徴量と局所特徴



 

 

量の二つに大別することができる．大域特徴量を利用

した CBVR の研究として Yeh ら [1]は，フレームをブロ

ックに分割し，ブロック間の輝度の差を特徴量として

類似動画の検出を行っている．Yeh らの手法では，検

索時に，Edit Distance を用いたシーケンスマッチング

を使用して，クエリ動画をデータベースの動画と順次

比較しているため，データベースの容量に依存して検

索時間が増加してしまうという問題点がある．また，

局所特徴量を用いた CBVR の研究として Liu ら [2]は，

フレームから SIFT特徴量を抽出し，フレーム間の SIFT

特徴点同士のマッチング数を元に類似動画の検出を行

なっている．  Liu らの手法では，検索時に，クエリ動

画のフレームから抽出した SIFT 特徴点と類似した特

徴点を LSH により求めている．そのため，動画数が多

くなると類似した特徴点も多く検出されてしまうため，

検索時間が増加してしまうという問題点がある．  

現在の類似動画を検索する手法の多くは，データベ

ースに保存されている動画数が増加するに伴い，検索

時間も増加するという問題点がある．これは，オンザ

フライで入力動画とデータベースに保存されている動

画の類似度を計算しなければならないためである．一

方で，画像特徴量からハッシュを構成しておくことに

より，検索時間が，データベースに保存されている動

画数に依存せずに検索する村林らの手法 [3][4]も存在

するが，ハッシュを構成する段階で，クエリ動画総数

のうち，クエリ動画と同一の映像ソースが検索結果と

して得られた割合を示す正解率と検索時間を調節する

パラメータを決定しなければならず，検索時に動的に

パラメータを変えることができない．また，村林らの

手法ではハッシュ値とフレーム情報を一対一に保存す

るため，動画数が増加すると，同一のハッシュ値を持

つ動画が存在する確率が増加し，ハッシュテーブルの

上書きが起こるため，正解率が低下するという問題が

ある．  

そこで本稿では，検索時間が，データベースに保存

されている動画数に依存しないことを保証したまま，

検索時間を調節できる検索手法を提案する．提案手法

では，動画の各フレームから計算したハッシュ値を元

に，ハッシュ値に対する動画のフレーム情報をリスト

状に保持したハッシュテーブルを構築する．また，探

索時に探索対象のリスト長を限定することにより，検

索時間が動画数に依存しない検索を可能にする．リス

トの探索長を短くすると，類似動画の候補となるフレ

ーム数が少なくなり，検索結果として出力する動画を

決めるために行うフレーム間の類似度の計算コストが

小さくなるが正解率が低下する．一方で，リストの探

索長を長くすると，類似動画の候補となるフレームが

多く検出でき，正解率が向上するが計算コストが大き

くなる．また，リストの探索を打ち切ったときに高い

正解率を保持するため，動画に重要度を定義し，重要

度の大きい動画をリストの上位に配置する．これは実

際の環境では，動画の知名度や人気などによりクエリ

となる動画には偏りが生じると考えられるためである．

実験では，データベースに保存されている動画数を変

えて検索対象の動画を検索し，一定時間で検索できる

ことを示す．また，リストを探索する長さを変化させ，

検索時間と正解率の関係を考察する．  

本稿では以下の構成をとる． 2 節において関連研究

について述べ，続く 3 節では提案手法について述べる．

次に 4 節にて実験結果について説明し，最後に 5 節に

てまとめる．  

 

2. 関連研究  

本手法では，村林ら [3]の動画検索手法に加えて，

Top-k アルゴリズムを参考にすることにより検索時間

を調節可能にした．Top-k アルゴリズムは，上位の k

個の結果を高速に返すアルゴリズムであり， Fagin に

よって提案された Fagin’s Algorithm[5]， Threshold 

Algorithm[6]，No Random Accesses Algorithm[6]などが

ある．  

本節では，本研究と最も関連深い研究である，検索

時間が検索対象の動画数に依存しない村林らの動画検

索手法について述べる．村林らは，近似近傍探索アル

ゴリズムである LSH を簡潔にした Tiny LSH を用いた

検索手法を提案している．村林らの手法の手順を図 1

に示す．本節では，提案手法との比較対象となる部分

 

図 1 村林らの手法（[3]をもとに作成）  



 

 

である，ハッシュテーブルの構築方法と動画検索方法

について説明を行う．  

2.1. ハッシュテーブルの構築  

村林らは LSH を簡単化した Tiny LSH を用いて，

Direct Mapped Cache と呼ばれる，類似したフレームを

検索するための特殊なハッシュテーブルを構築してい

る．このハッシュテーブルには，動画フレームから得

られた特徴量のハッシュ値とそのフレームへの参照が

格納されている．このハッシュテーブル使用すること

で，一定時間での検索が可能となる．  

まず，データベース中の各特徴ベクトルに対応する

ハッシュ値を得るために，色情報を用いた特徴ベクト

ル           を統合した特徴量           を求める．

  は 0 から 4 までの整数値をとる．Tiny LSH は，特徴

ベクトル           を，類似したフレームに対して同一

の特徴量となるように，また，暗い画像でも顕著な特

徴量を得るために粗量子化処理を行う．粗量子化処理

によってデータベース中の特徴ベクトル           を

特徴量  に変換する．これにより類似したフレームの

特徴量  は同じ値となる．次に計算結果  を長さ 12 の

文字列に変換し，SDBM ハッシュ関数 [7]の入力として

ハッシュ値を得る．入力に使用する文字列は，  の値

に対応する文字をそれぞれ定めることによって作成す

る．例えば，(0,1,2,3,4)に対応する文字が (a,b,c,d,e)であ

るとすると，           が「                       」と

いう並びの場合は「 abcdeabcdeab」という文字列に変

換される．また，得られたハッシュ値をさらに SDBM

ハッシュ関数の入力として，新たにハッシュ値を得る．

この操作を  回繰り返し  個の異なるハッシュ値を生

成する．  

次に，生成した  個のハッシュ値を，データベース

中のフレームへの参照と共にハッシュテーブルに保存

する．このとき，データベース中の対応するフレーム

の参照数を 1 増やす．ハッシュテーブルには，記憶容

量の節約のためにフレーム情報ではなく，フレームへ

の参照を保存する．この参照先からデータベース中の

フレーム情報を得ることができる．ハッシュ値が衝突

した場合には，次の 2 つの基準で重要性を判定し，重

要性が高いフレームへの参照を保存する．このため，

ハッシュテーブルには常にハッシュ値とフレームへの

参照が一対一で保存される．  

1. フレーム前後の参照数が 0 になっている，デー

タベース中のフレームへの参照は重要性が高い  

2. 参照数が多いフレームへの参照の重要性は低い  

1 番目の基準は，前後のフレームの参照数が 0 になっ

ているフレームへの参照が上書きされると，その付近

のフレームの検出が行えなくなるためである． 2 番目

の基準は，参照数が多いフレームの参照を上書きされ

ても，他の参照からフレームを検索することができる

ためである．  

この 2 つの基準に従い，ハッシュ値に対応するフレー

ムへの参照を保存することによって，より多くの動画

のフレームへの参照を保持することができ，検索時の

正解率を向上させることができる．  

2.2. 検索処理  

2.1 項で説明したハッシュテーブルを用いることで

一定時間での検索が可能となる．検索処理では，まず，

クエリとなる動画から等間隔に  個のフレームを抽出

する．実験時にはクエリ動画の長さ    [s]以上の場

合には    ，    の場合は，   としている．次に，

各フレームに対して，データベースの構築時と同様に

フレームから特徴量を抽出した後，Tiny LSH により 

個のハッシュ値を生成する．生成したハッシュ値を元

にハッシュテーブルを検索すると，データベース中の

フレームが得られる．このフレームとクエリ動画のフ

レーム間の距離を特徴ベクトル同士の距離を使用して

算出する．具体的にはデータベース中のフレームの特

徴量を           とし，クエリ動画から抽出した特徴量

を    
    

    
  とすると，フレーム間の距離  を式 (2-1)

のように表す．  

        
     

     
     

     
     

     
  

   

 (2-1) 

最後に動画間の距離を算出する．動画間の距離は，

検索結果として得られたフレーム間の距離に加えて，

そのフレームの後続のフレーム間の距離を加算するこ

とで算出する．この動画間距離が最も小さい動画を検

索結果としている．  

2.3. 問題点  

村林らの手法では，フレームの色情報や音声情報か

ら特徴量を生成して，データベースにインデックス化

している．また，検索では，クエリ動画のフレームか

らハッシュ値を求め，ハッシュテーブルからハッシュ

値に対応する類似フレームを取得する．ハッシュテー

ブルには常にハッシュ値とデータベース中のフレーム

が一対一で対応しているため，常に一定時間で検索が

可能である．しかし，ハッシュテーブルが上書きされ，

目的の動画のフレームが消去されると検索できないた

め，データベース内の動画数が増加すると正解率が下

がってしまうという問題点がある．正解率を向上させ

たい場合は，Tiny LSH によって計算されるフレームの

ハッシュ値の個数 を増やす必要があるが， を変化さ

せるとハッシュテーブルを再構築する必要が生じるた

め，検索時に動的に変更できないといった問題がある． 

 



 

 

3. 提案手法  

本節では，提案手法である「検索時間の調節可能な

類似動画検索手法」について述べる．まず，提案手法

の手順を図 2 に示す．  

関連研究で述べたように，村林らの手法は，ハッシ

ュテーブルにフレームから得たハッシュ値とフレーム

の情報を一対一に保存しているため，ハッシュテーブ

ルの上書きが発生すると目的の動画を検出することが

できなくなるという問題があった．これに対し，提案

手法では (1)正解率の向上及び (2)検索時間の調節の 2

点を実現した．なお，提案手法における正解率は，村

林らが使用した指標と同様に式 (3-1)のように定義す

る．  

         
   

    
 (3-1) 

ここで，    はクエリ動画の総数であり，   はクエ

リ動画を元に検索を行い，ランキングを行った結果 1

位となった動画が，クエリ動画の元となる動画であっ

た場合の数である．  

(1) 正解率の向上  

提案手法では，正解率を向上させるために，ハッシ

ュテーブルのフレーム情報をリスト状に保存する．こ

れによりフレーム情報の上書きが発生せず，目的の動

画が検出できなくなることを防ぐ．また，実際の環境

では，動画の知名度や人気が高い動画はよくクエリと

なり検索される一方で，動画の知名度や人気が低い動

画はほとんど検索されないという状況があり，クエリ

となる動画には偏りが生じると考えられる．そこで，

動画に対して，検索頻度に基づいた重要度を定義し，

重要度の高い動画のフレームをリストの前方に並び替

える．並び替えを行う理由は，リストの探索がリスト

の前方から順次行われるため，よく参照されるフレー

ムはリストの前方に存在したほうが，検索時に検索結

果の候補として得られる確率が高くなるためである．  

(2) 検索時間の調節  

リストの探索長を長くすることで，検索時間は延び

るものの検索結果の候補となる動画のフレームを多く

取得できる．一方で，リストの探索を途中で打ち切る

ことにより検索時間を制限することができる．よって，

ユーザの指定したリストの探索長に合わせて，検索時

にリストの探索を打ち切ることで検索時間の調節が可

能となる．  

3.1. ハッシュテーブルの構築  

提案手法におけるデータベースの構築方法は，村林

らの手法 [3]と同一である．本項では，検索時間の調節

を可能にするためのハッシュテーブルの構築方法につ

いて説明する．  

まず，村林らの手法と同様に，データベースの構築

を行い，データベース中の特徴ベクトル           を特

徴量  に変換し，特徴量  からハッシュ値を得る．得

られたハッシュ値は，フレーム情報への参照と共にハ

ッシュテーブルに保存する．提案手法では，フレーム

の特徴量のハッシュ値が衝突した場合には，ハッシュ

値に対するフレーム情報への参照をリスト状に保存す

る．  

3.2. 重要度の定義  

ハッシュ値が衝突し，リストにフレーム情報への参

照を追加する場合，追加するリスト内の位置を，動画

の重要度を考慮して決めることで，探索を打ち切った

場合に，クエリとして頻繁に出現する動画のフレーム

を候補として取得できる確率が高くなるため，正解率

を向上させることができる．リスト内の追加位置を決

めるために，図 3 のようにデータベース内の動画に対

して重要度を定義する．本論文では，重要度は 0 から

20 までの整数値をとり，値が大きいほど重要度が高い

と定義する．また，動画の重要度は，検索目的によっ

て自由に定義できるが，本論文では，動画の人気があ

るほど重要度が高いと仮定する．これは人気の動画は

多くアップロードされ，検索クエリとなる可能性が高

いと考えられるためである．  

3.3. リストの操作基準  

リストを操作する際の基準について説明する．まず，

データベース中のフレームそれぞれに対して，フレー

ムに対して重要度を定義する．初期状態では，動画の

重要度とフレームの重要度は同じである．リストにフ

レームへの参照を追加する際には，基準 1，2 に従い，

検索結果を用いて並び替えを行う際には基準 3 に従う． 
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1. 同一の動画から連続して抽出されたフレームが

同じハッシュ値になった場合，後から抽出され

たフレームへの参照をリストの末尾に格納し，

そのフレームの重要度を 0 にする． (図 4 (1)) 

2. 新たにフレームへの参照をリストに追加する場

合，前方から参照先のフレームの重要度を比較

していき，追加するフレームの重要度が，リス

ト中のフレームの重要度より大きくなる場所に

フレームへの参照を挿入する． (図 4 (2)) 

3. 検索結果の候補となったフレームのなかで，ラ

ンキングの結果 1 位になった動画のフレームへ

のポインタと重要度を，リストの先頭のフレー

ムへのポインタと重要度を入れ替える． (図 4 

(3)) 

 

1 番目の基準を設けた理由は，一つのフレームを取

得できれば検索が可能なため，連続したフレームの計

算は冗長になるためである．しかし，動画間の距離を

計算する際に，各フレームによって距離が変わる可能

性があり，検索結果として返したい動画が返されない

場合がある．そこで，正解率を高めるため，同一動画

中のフレームが同じハッシュ値を持った場合でも，リ

ストには同一の動画フレームへの参照を保持しておく．

2 番目の基準を設けた理由は，重要なフレームをリス

トの前方に保存し，リストの探索を打ち切った場合の

正解率を向上させるためである． 3 番目の基準を設け

た理由は，3.4 項の検索処理において，頻度に偏りが

あるクエリ動画を入力とした場合，リストの探索数が

少ない場合でも目的の動画を検索でき，正解率を向上

させることができるからである．  

1 番目と 2 番目の基準を用いて，データベース中のす

べての動画から抽出したフレームに対して，フレーム

への参照をハッシュテーブルに格納することにより，

ハッシュテーブルを構築する．また，検索時に 3 番目

の基準を用いることによってリストの並び替えを行う． 

3.4. 検索処理  

3.1 項で説明したハッシュテーブルを用いることで，

検索時に検索時間を調節することが可能になる．検索

処理では，まず，村林らの手法と同様にクエリとなる

動画から等間隔に 個のフレームを抽出する．次に，抽

出した各フレームに対して，データベースの構築時と

同様にフレームから特徴量  を計算した後，SDBM ハ

ッシュ関数を用いてハッシュ値を生成する．  

生成したハッシュ値を元にハッシュテーブルを検

索すると，データベース中のフレームへの参照のリス

トが得られる．このとき，動画の暗転時のフレームな

どの多くの動画に共通するようなフレームを持つリス

トの探索は，検索候補となるフレームが増加してしま

うため，特徴量やリスト長から判断し，計算を省略す

る．リストを前方から探索することによって，検索候

補となるフレームの特徴量が取得できる．その後，村

林らの手法と同様に，フレーム間の距離と動画間の距

離を，式 (2-1)を用いて算出し，動画間の距離が最も小

さいフレームが含まれる動画を検索結果とする．リス

トは前方から順次探索が行われるので，リストの探索

を早めに打ち切ることで検索時間を短くすることがで

き，また，リストの探索長を増やすことで，正解の動

画のフレームが検索結果の候補として得られる可能性

が高くなり，正解率を大きくすることができる．  

また，検索処理では，動画から抽出した 枚のフレー

ムそれぞれから特徴量を抽出し，抽出した特徴量を元

に，ハッシュテーブルからフレームへの参照のリスト

を取得し，リストを順次検索する．したがって，検索

時間は，フレームの抽出数 とリストの長さ に依存す

る．  

 

4. 実験  

本節では，提案手法のようにリストの並び替えを行
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う場合と，並び替えを行わなかった場合を比較し，提

案手法における並び替えの有効性を示す．また，リス

トの探索を打ち切ったときの検索時間と正解率の関係

を示し，データベースの動画数に検索時間が依存しな

いことを示す．  

4.1. データセットの説明  

実験に使用するデータセットは， The Open Video 

Project の Web サイト [8]から条件 (All field, Any Genre, 

More than 10 minutes, MPEG-2, Color, Sound)を指定し

てダウンロードした動画 193 本を使用した．データベ

ースには，このデータセットから抽出された特徴量が

格納される．クエリ動画は，データセットの動画を AVI

に圧縮し，30 秒ごとに分割した動画を使用した．表 1

にデータセットの情報を示す．  

表  1 データセットの構成  

 動画の長さ [s] その他  

データベース

の動画  

平均長 :937 

標準偏差 :261 

30fps, MPEG2 

クエリ動画  すべて 30 秒  30fps, AVI 圧縮  

 

動画には 3 節で述べたように重要度の定義を行った．

具体的には，前述したデータセットの動画 193 本に対

してランダムに 0~20 の値をとる重要度を決定し，重

要度が大きい動画ほどクエリを多くするために，重要

度の数値だけ動画からクエリを生成した．例えば，重

要度が 20 の動画 は最も知名度や人気がある，すなわ

ち多く検索クエリとなる可能性が高いと仮定し，この

動画から 20 個のクエリ           を生成する．各クエ

リ   はデータベース中の動画のうち         秒から

    秒までの部分を抽出した動画である．なおデータ

ベース中の動画長はすべて 10 分以上である．実験では，

データセットの動画すべてに対してこのようにクエリ

を生成し，合計 1,993 個のクエリ動画を用いた．この

クエリ動画を入力としたとき，検索結果としてクエリ

の生成元となる動画が得られた数の割合を正解率とし

た．なお，正解率は式 (3-1)で定義した式を用いる．  

4.2. 実験結果  

実験 1 では，提案手法と既存の村林らの手法それぞ

れについて，データベースに格納する動画数を変えた

時の検索時間と正解率の変化を調べた．なお，提案手

法におけるリストの探索数は 1 で固定とする．また，

既存手法のフレームから生成するハッシュ値の個数  

は 8，フレームの抽出数 は既存手法，提案手法どちら

も 30 で固定している．表 2 に提案手法の実験結果を，

表 3 に既存手法の実験結果を示す．提案手法と既存手

法のどちらも，データベース中の動画数が増加しても，

平均検索時間が一定に抑えられていることが分かる．

また，動画数が多くなるほど，リストの先頭に目的の

動画が存在する確率が小さくなるため，正解率は低下

することが分かる．しかし，提案手法では検索時間を

かけることで，正解率を改善できることを実験 2，実

験 3 で示す．  

実験 2 では，リストの並び替えを行った場合と行わ

なかった場合について，リストの探索数を変えたとき

の正解率の変化を調べた．なお，フレームの抽出数  は

30 で固定している．表 4 に実験 2 の結果を示す．リス

トの探索数を増やすことで，検索結果の候補となる動

画が増えるので，どちらの場合も正解率が向上してい

ることが分かる．また，リストの探索数が同じとき，

並び替えを行った場合は，行わなかった場合に比べて

正解率が向上しており，本手法におけるリストの並び

替えの有効性が確認できる．  

 

表 2 提案手法における平均計算時間と正解率（実験 1） 

動画数  平均検索時間 [s] 正解率  

50 1.567 0.928 

100 1.588 0.875 

150 1.578 0.856 

193 1.596 0.837 

 

表 3 既存手法における平均計算時間と正解率（実験 1） 

動画数  平均検索時間 [s] 正解率  

50 1.698 0.880 

100 1.743 0.860 

150 1.789 0.833 

193 1.792 0.795 

 

表 4 実験 2 における正解率 

 正解率  

リストの探索数  並び替え有り  並び替え無し  

1 0.837 0.818 

2 0.863 0.833 

3 0.866 0.835 

4 0.867 0.836 

5 0.870 0.839 

10 0.875 0.842 

50 0.881 0.863 

100 0.887 0.869 

∞  0.899 0.899 

 

 



 

 

表 5 実験 3 における平均検索時間  

 平均検索時間 [s] 

リストの探索数  並び替え有り  並び替え無し  

1 1.596 1.970 

2 2.395 2.263 

3 2.922 2.818 

4 3.360 3.322 

5 3.957 4.200 

10 5.758 6.084 

50 13.37 14.23 

100 18.95 20.29 

∞  96.84 103.3 

 

実験 3 では，リストの探索数を変えた場合の平均検

索時間の変化を調べた．平均検索時間は，クエリ動画

1993 本それぞれに対して，読み込みから最終結果を出

力するまでの処理全体にかかる時間を求め，平均した

値を用いた． 3.4 項で述べたように，計算時間は，動

画のフレームへの分割数  とリストの探索数 に依存

する．実験では     で固定しているため，検索時間

はリストの探索数のみによって変化する．表 5 に実験

3 の結果を示す．並び替えを行った場合と行わなかっ

た場合のどちらも平均検索時間が増加することが確認

できた．しかし，平均検索時間はリストの探索数に対

して線形に増加しない．これはハッシュテーブル中の

リスト長が探索数より小さい場合があるためである．  

実験 1，2 より検索時間と正解率はトレードオフの

関係にあることが分かる．したがって，リストの探索

数を指定することで検索時間と正解率の調節が可能と

なる．  

 

5. まとめ  

本稿では，リスト構造を用いたハッシュテーブルを

構築し，リストの探索数を変化させることで，検索時

間が動画数に依存しない，高い正解率で検索が可能な

動画検索手法について述べた．従来の手法では，動画

数が多くなると正解率が低下してしまう問題があった

が，提案手法では，検索時間を長くすることにより，

動画数が多くなっても，正解率を大きくすることがで

きる．また，リストに格納する順序を考慮することで，

リストの探索を打ち切った場合の正解率を向上させる

ことができる．実験の結果，リストの探索数を 1，動

画数をそれぞれ 50，193 としたとき，検索時間がそれ

ぞれ 1.57 秒，1.60 秒であり，検索対象のリスト長を限

定することによって，検索時間が動画数に依存しない

ことが示せた．また，動画数を 193，リストの探索数

を 10 とした場合において，リストの並び替えを行う前

後の正解率がそれぞれ 84.2%，87.5%となり，リストの

並び替えの有効性が確認できた．  

今後の課題としては，並び替えの基準の見直し，動

画の重要度の変化への対応が考えられる．並び替えの

基準の見直しについては，ハッシュテーブルの構築の

際，新たなフレーム情報をリストに追加するときの基

準として示した 3 つの基準と比べ，より正解率を向上

できるような基準を設けることが課題である．動画の

重要度の変化への対応については，現在の検索手法は，

重要度を元にハッシュテーブルを構築しているため，

時間の経過により動画の重要度が変化するような実際

の環境において，重要度が変化するごとにリストをソ

ートし直さなければならないことが課題である．  
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