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ストリーム処理における情報源の動的選択機能の評価
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あらまし 近年，ネットワーク環境の発展に伴い，ライブカメラなどによる映像ストリームを容易に取得できるよう
になった．多数のカメラ映像の中から，利用者の探したい人物が映った映像の提供や，カメラ映像とセンサーデータ
との統合等の処理を行うアプリケーションの開発要求が高まっている．このようなアプリケーションを，より効率的
に開発できるようにするため，大規模な映像ストリームの統合の為の基盤となるシステムが求められている．我々の
グループではストリーム処理エンジンをベースに映像統合処理システムを構築している。本システムは大規模な映像
ストリーム環境に対応するために、情報源を動的に選択する機能を有している。本研究では提案システムの評価を行
う。しかし、大規模映像ストリーム環境を実際に構築することは資源の制約を受けて難しい。そこで、本研究では、
評価実験のために仮想的な大規模映像ストリーム環境を構築した。そして、仮想的な大規模映像ストリーム環境上で、
提案システムにおける情報源の動的選択機能の有効性を検証する。
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Abstract The recent development of network technology has made easy to get some video streams. A demand for

applications providing video streams requested by users and integrating video streams and sensor data is increasing.

Thus we need an integration system for numerous video streams. Our system is based on the stream processing

engine which our research group developed, and has a new query processing operation to select data sources au-

tomatically from numerous video streams .In this paper,we explain virtual numerous video stream environment to

evaluate the operation to select data sources automatically.We make experiment in the virtual numerous stream

environment and prove that the proposed method is effective.
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1. ま え が き

近年、センサーデバイス技術やネットワーク技術の普及に伴
い、実世界から自発的に配信されるストリームと呼ばれるデー

タに対する高度利用要求に注目が集められている。ストリーム
の例としては、情報配信サービスや実世界からの温度、映像、
音声などのデータがある。これらストリームに対する利用要求
としては、フィルタリングや異なる情報源との統合利用などの

— 1 —



問合せ処理が挙げられる。ストリームに対する問合せを実現す
るシステムとしてストリーム処理システム [1] [2]があり、我々
の研究室においても StreamSpinner [3]を研究・開発中である。
また、カメラの低価格化と映像ストリームを用いた防犯シス

テムや商用のためのビジネスシステムなどの多様な用途が普及
することで映像ストリームが増加している。この映像ストリー
ムを他の情報源と統合して利用するために、StreamSpinnerを
基に映像統合処理システムを構築している [4]。
しかし、映像ストリームの特徴として他のストリームと異な

りデータ量が大きく、大規模な映像ストリームを一度に取り扱
うことはシステム負荷が大きい。例えば、大量のネットワーク
カメラが整備された環境において、位置情報を発するセンサを
身に付けた特定の人物の映像を追跡したいという要求を考え
る。ここでは、登下校中の子供の安全確認のための追跡アプリ
ケーションとする。登下校が行われる道に設置されている全て
のカメラに接続し、その中の映像を解析し、追跡対象が映って
いる映像を取得することで、要求を満たすことができる。しか
し、この方法では、カメラへの常時接続によるネットワーク負
荷と映像ストリームをシステムに蓄積するための負荷により大
量の計算機資源が必要となる。
限られた資源の中で子供の映っている映像を効率的に得るた

めには、子供に付けられているセンサからの位置情報を用い
て、子供の最寄りのカメラからの映像のみを取得する方法が考
えられる。子供の移動に伴い位置情報が変化するので、その位
置情報の変化に対応して接続するカメラを動的に切り替えるこ
とが必要となる。本研究では、このための機能を情報源の動的
選択機能と呼ぶ。我々は映像統合処理システムを大規模な映像
ストリーム環境に対応できるように、必要最低限の情報源のみ
に接続をすることを可能とする動的選択機能を提案した [4]。し
かし、[4]では提案手法の有効性を検証するための評価実験等は
行っていなかった。提案手法の有効性を確認するために、大規
模映像ストリーム環境が必要だが、実際にそのような環境を整
えるためにはカメラやセンサなどのハードウェアが多く必要と
なる。そこで、本研究では、大規模映像ストリーム環境を仮想
的に構築した。仮想環境には仮想空間の二次元地図上にカメラ
と位置情報を発する人物を配置している。映像ストリームはあ
らかじめカメラで撮影して、ストリーミングサーバに保管する。
センサを付けている人物の位置情報に関してはシミュレータを
用いて生成した。この仮想的な大規模映像ストリーム環境にお
いて実験を行い、提案手法を用いることにより必要な計算機資
源のみを利用していることを確認した。
本稿の構成は以下の通りである。まず、2.では映像統合処理
システムに関して述べる。3.では大規模映像ストリームに対応
するために、提案した情報源の動的選択を実現するための問合
せ記述と処理の仕組みを述べる。そして、4.で仮想的な大規模
実験環境の構築について述べ、9でプロトタイプシステムの概
要を説明し、6.で動的選択機能の有用性を示す評価実験につい
て説明する。7. に関連研究、最後の 8. でまとめと今後の課題
について述べる。

図 1 映像統合処理システムのアーキテクチャ
Fig. 1 architecture

図 2 問合せ記述
Fig. 2 example of query

2. 映像統合処理システム

StreamSpinnerを基に構築した映像統合処理システムのアー
キテクチャは図 1である。ラッパーは、ストリームを受け取る
モジュールであり、ストリームからデータが到着すると、受け
取ったデータを表形式に変換して、メディエータに送る役割を持
つ。カメララッパーはカメラからの映像ストリームを一定のフ
レーム数ごとに 1タプルに変換する。IEEE1394とUSBのロー
カルカメラと配信形態が RTP(Real-time Transport Protocol)

であるネットワークカメラに対応している。DB ラッパーは、
ストリームから配信されたデータの蓄積や、ストリームデータ
と DBに蓄積されているデータの結合などに利用される。
メディエータは、ラッパーから受け取ったデータに対して、問
合せ要求に応じた問合せ処理を行うモジュールである。利用者
から与えられた問合せは、問合せ解析器を経て実行プランが生
成され, メディエータに渡される。 メディエータはその実行プ
ランに従って, DBMS から必要なデータの取得や,ストリーム
から到着したデータの処理などを行う。メディエータで生成さ
れた処理結果は直ちに利用者へと配信される。Streamspinner

では、ストリームと DBの両方を対象とした連続的問合せ記述
を提供している。
連続的問合せ [5]とは、ストリームからデータが到着するた
びに問合せ処理を行い、前回までの処理結果との差分を結果と
して与える問合せ方式のことである。SQL ライクな問合せ記
述であるが、MASTER 節とウィンドウ幅という概念がある。
MASTER節に記述された情報源からストリームが到着する度
に問合せが連続的に処理される。ウィンドウ幅とは、問合せ処
理の対象となる時間の幅のことである。
また、映像ストリームに対する問合せでは、映像データから
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人物判断や顔認識、特徴抽出などのメタデータを抽出する必要
がある。映像からメタデータを抽出するためには、ユーザがメ
タデータを抽出するための関数を定義する必要がある。定義し
た関数は、外部ライブラリ呼び出し部から呼び出され、問合せ
記述中で使用することが出来る。このようにして、映像データ
からメタデータを抽出する。
映像統合処理システムに対する問合せの具体例は図 2 であ
る。図 2の問合せは温度センサからストリームデータが届くた
びに、温度センサの値が 40度以上の時に温度とともにカメラ
からの最新の一分間の映像の中に人物が動いている映像を付け
て配信する要求である。このように映像ストリームを他の情報
源とを統合してリアルタイムに利用できる点が映像統合処理シ
ステムの大きな特徴である。

3. 情報源の動的選択機能

この節では、情報源の動的選択機能について説明する。ネッ
トワーク上では、複数のライブカメラやセンサーなど、多数の
ストリームが利用可能である。多くのストリームを同時に扱う
ような問合せ処理は、相応の計算機資源を必要とする。例えば
「ネットワーク上のライブカメラのどれかに、人の姿が映った
ら教えて欲しい」という要求では、利用可能なすべての映像ス
トリームに対する人物検出処理を行わなければならない。この
ような要求の実現には、複数台の計算機での分散処理が必須と
なる。また、全てのカメラを問合せ記述中で明記する必要があ
り、記述量が多くなる。
一方、別の例として「ある人物Ａの近くに設置されているラ

イブカメラに、その人物の姿が映っていたら教えてほしい」と
いう特定人物を追跡する要求を考える。この場合には、すべて
の映像ストリームを人物検出の対象にするかわりに、人物Ａの
位置情報に基づいて、近隣のライブカメラの映像ストリームだ
けを処理対象とすることで，システム内で使用される計算機資
源を少なく抑えられる可能性がある。[4] では，そのような処
理を実現するために，処理対象とすべきストリームを他のスト
リームやデータベース中のデータに応じて選択的に切り替え
る，動的情報源選択機能を導入した。本機能は次の二つから成
り立っている。
（ 1） 入力データに応じて問合せ処理に用いる情報源を変え
ることができる ASSIGN演算
（ 2） 情報源への接続を行うラッパーを実行中に追加・削除
する機能
これらの機能により、人物がある一定距離カメラに近づいたら
カメララッパーを作成し、さらにカメラに近づくとASSIGN演
算でカメラの選択を行い、一定距離離れたらカメララッパーを削
除することで、映像統合処理システムへの負荷を少なくするこ
とが出来る。3.1で情報源の動的選択のために用いる ASSIGN

演算の説明をし、ASSIGN演算を用いた人物追跡のための問合
せ処理の流れを説明し、3.2では必要最低限の情報源に接続す
るためのラッパーの動的作成・削除について説明する。

3. 1 ASSIGN演算
まず、ASSIGN演算を以下のように示す。

図 3 ASSIGN 演算の動作例
Fig. 3 behavior of ASSGIN operator

図 4 ASSIGN 節を用いた動的問合せ
Fig. 4 dynamic query using ASSIGN clause

ASSIGNR.Ai,{R.A1,...,R.Aj}(R)

=
⋃

r∈R

{r × t|t ∈ πattr(r.A1,...,r.Aj)(rel(r.Ai))} (1)

rel(r.Ai)はタプル rの属性 Ai の値に対応するリレーションを
表し、attr(r.A1…r.Aj)はタプル rの属性 A1…Aj の値に対応
する属性名の集合を表す。これらに対応するリレーションや属
性がなかった場合は、タプル [ r,ε]を出力するものとする。
ここで、問合せ記述中では ASSIGN 節を以下のように記述
する。

ASSIGN attribute IN table-name TO newattribute

attributeは取得する属性であり、table-nameは選択するテー
ブル名であり、newattribute は出力結果に付加する属性名で
ある。
この ASSIGN節に基づいた ASSIGN演算の処理の具体例を
図 3に示す。入力タプルの tablename属性の値により、情報源
中の該当するテーブルを選択し、そのテーブル中のAttrA属性
に含まれる値を取得する。出力結果の newattribute 属性に取
得した値である valueAを格納する。
前述の例における位置情報を用いて、特定人物の近くにいる
あるカメラからの映像が欲しいという要求は、ASSIGN 節を
用いて図 4のように記述できる。ただし、CamLocはカメラ位
置データベースのことであり、カメラ名と映像データの属性名
が入っている。Positionはセンサをつけた追跡人物からの位置
情報ストリームである。図 4の問合せは CamLoc に登録され
ているカメラの中から追跡対象の位置とカメラの距離が 5未満
のカメラを選択し、ASSIGN演算によって動的にカメラに接続
し、その映像ストリームを得るというものである。
図 4の問合せ処理の流れは図 5のようになる。追跡対象者が
装着しているセンサから X座標、Y座標が送られてくると、そ
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図 5 問合せ処理
Fig. 5 query processing

の位置情報から距離が 5未満であるカメラをカメラ位置データ
ベースに登録されている全てのカメラから探し出し、結合演算
の処理を行う。次に結合演算で得られたタプルの name属性の
値であるカメラ名を基に ASSIGN演算で情報源の選択を行う。
ASSIGN 演算は選択されたカメラの映像ストリームを Video

属性として入力タプルに埋め込む。
より一般的なアプリケーションにおける，ASSIGN演算の適
用可能性について述べる。カメラの向きの情報もデータベース
にあらかじめ登録することで追跡対象人物の近くのカメラであ
り、かつその向きを向いているかというような複雑な要求をす
ることができる。これは、従来の問合せの枠組みの範囲で記述
することができる。より複雑な要求は、提案した ASSIGN 節
の前で問合せ記述を複雑にすることで実行が可能となる。

3. 2 ラッパーの動的作成・削除
カメラに常時接続することは、ネットワークの負荷や映像統

合処理システムに映像ストリームが蓄積され続けることから負
荷が大きい。そこで、必要最低限な情報源にのみ接続するため
に、ラッパーの動的作成・削除の機能を追加した。
図 4の問合せでは、追跡対象人物との距離が 5未満のカメラ
からの映像を取得することになる。そこで、図 6のように、子供
とカメラの距離が 10未満の時に、あらかじめ create-wrapper

関数にて動的にラッパーを作成しておく。ConfDB.Name は
ラッパーの名前であり、ConfDB.Conf はラッパー作成のため
の設定である。
図 7 は、追跡対象とカメラの距離が 10 より遠ざかった時

に、ラッパーを delete-wrapper関数で動的に削除する問合せで
ある。
このように接続する情報源を必要最低限に抑えることで、映

像統合処理システムの負荷を抑えることができる。

4. 仮想的な大規模映像ストリーム統合環境

実世界で大規模な映像ストリーム環境を整えることは多くの
資源が必要となり、難しい問題である。そこで、本研究では仮
想的に大規模映像ストリーム環境の構築を行った。概要を図 8

に示す。仮想空間の二次元地図上にカメラとセンサを付けた移
動する人物が存在し、カメラからはあらかじめ撮影した映像が

図 6 ラッパーの動的作成
Fig. 6 dynamic creation of wrapper

図 7 ラッパーの動的削除
Fig. 7 dynamic deletion of wrapper

ストリーム配信により流される。実際の構成は映像を配信する
ための映像配信ストリーミングサーバ、カメラの位置情報を登
録しているカメラ位置データベース、そして映像統合処理シス
テムである。
まず、二次元地図上に配置するカメラと位置情報を発する人
物のデータについて説明する。二次元地図をメッシュ状に区切
り、等間隔にカメラを配置する。位置情報を発信する人物の移
動シミュレートには、mobireal[9] というネットワークシミュ
レータを利用した。mobireal は携帯電話や PDA, MobilePC

などの移動端末を持つ多数の人や車の現実的な行動モデルに基
づいて大規模なシミュレーションを行うための理論的な枠組み
を提供してくれるものであり、時間とともに移動する人物の位
置情報を生成することができる。また、シミュレート時間や移
動端末を持つ人物の数などのパラメータは自由に調整できる。
各ノードの位置情報はファイル形式で出力されるが、位置情報
ファイルは映像統合処理システム内で処理できるようなファイ
ル形式に変換している。
次にカメラ位置データベースについて説明する。地図上に等
間隔に配置したカメラの位置情報を格納するためのデータベー
スである。カメラ位置データベースに格納される情報は配置さ
れたカメラ名、X座標、Y座標、ASSIGN節でユーザが指定す
る取得対象属性の４つの属性である。
映像ストリームを配信する映像ストリーミングサーバについ
て説明する。仮想空間上の各地点のカメラからの映像はあらか
じめUSBカメラで撮影したものを用いる。ストリーム配信をす
るストリーミングサーバに撮影した映像を各カメラに対応する
URLをつけて保存し、要求に応じて映像を配信する。今回用い
た映像は 320× 240の解像度で長さが 500秒の QuickTime形
式である。ストリーミングサーバ構築のためのソフトウェアは
DarwinStreamingServer[10]を用いた。ストリーム配信のプロ
トコルは RTPを用いており、実際のネットワークカメラの配
信方法と同じにすることで、現実空間での配信と近い形となっ
ている。
映像統合処理システムは全ての人物の位置情報ストリーム、
ストリーミングサーバからの映像ストリームとカメラの位置情
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図 8 仮想的な大規模映像映像映像ストリーム統合環境
Fig. 8 virtual numerous video stream environment

報が登録されたデータベースにそれぞれ接続してデータを取得
する。
この大規模映像ストリーム環境を用いた人物追跡アプリケー

ションの流れを説明する。シミュレーションを開始すると、映
像統合処理システムが追跡対象の位置情報ストリームを毎秒取
得する。次に取得した位置情報とデータベースに登録されてい
るカメラ位置情報との距離をとり、一定距離内のカメラを見つ
ける。最後にカメラに対応したストリーミングサーバに置かれ
ている映像ストリームを RTP配信にて取得する。6.で述べる
実験では、移動端末を持つ人数 1000人が 500秒間移動すると
いう想定で仮想的にシミュレートしている。また、カメラ 100

台を仮想空間上に配置し、それぞれの位置を位置データベース
に登録している。

5. プロトタイプシステム

映像統合処理システムのプロトタイプシステムについて説明
する。本システムは JavaSDK1.6.0 03 によって実装されてい
る。開発プラットフォームはWindowsXPであり、映像データ
の変換等に JMF [8](Java Media Frameworks)のクラスを使用
している。映像を取得するためのラッパーには QuickTime for

Java [9]を使用して、プログラム上でQuickTime7.1を起動し、
再生された映像を表形式に変換している。このカメララッパー
を複数生成することで，数台のカメラ映像を同時に受け取るこ
とが出来る。また、映像から色ヒストグラムや移動している物
体の動きの差分などのメタデータの抽出するための関数を用意
している。図 9は大規模映像ストリーム環境上で、映像統合処
理システムのプロトタイプシステムを実行した画面である。図
の左側はラッパー一覧である。追跡対象者から一定距離内にあ
るカメラに対応するラッパーが動的に作られている。図の中央
下に ASSIGN演算で接続された 2台のカメラからの映像スト
リームが表示されている。

6. 評 価 実 験

提案手法が有効であることを証明するための評価実験を 4節

図 9 プロトタイプシステムのスクリーンショット
Fig. 9 screenshot on prototype system

で述べた環境の上で行った。実験は以下の 3点に関して行った。
（ 1） 単独マシンに映像統合処理システムを起動させて、何
台のカメラに常時接続ができるか
（ 2） 情報源の動的選択機能を用いた場合と、全てのカメラ
に常時接続した場合のシステム負荷について
（ 3） 大規模な映像ストリーム環境において、提案手法の有
用性を確かめる
実験マシンについて述べる。ストリーミングサーバは OS:

MacOSX10.4.11, CPU: 1.25 GHz PowerPC G4, Memory:

512MB を搭載したマシンである。映像統合処理システムが
動作しているマシンは OS: windows vista, CPU: 2.00GHz

AMD Athlon 64 × 2 Dual Core Processor 3800, Memory:

2GBである。
6. 1 実 験 １
単独マシン上で徐々に接続するカメラ台数を増やしていった
時に、映像統合処理システムが稼働できなくなるカメラ接続
台数を調べた。java 測定ツールである jconsole[11] を用いて、
CPU占有率と Memory使用量を測定した。実験結果は図 10,

11であり、CPUはシングルコアのみ有効にして実験を行った。
横軸がカメラ台数であり、縦軸が CPU占有率とMemory使用
量である。各カメラ台数における CPU占有率とMemory使用
量の値は一分間の平均である。Memoryに関しては、カメラ台
数が増えるに従い、映像ストリームが蓄積されていくので、増
加の一途をたどっている。CPU占有率はカメラ台数が 6台を
超えた時に 100％となり、システム稼働の限界となった。
次に、デュアルコアに切り替えて、同様の実験を行った。実
験結果は図 12, 13である。CPU占有率はカメラ 20台の接続以
降は 60％で停滞した。これは、CPU と Memory 間でのデー
タ転送量に限りがあり、実際に処理をしているコアに余裕が出
てしまうことが原因であると考えられる。
この実験結果より、単独のマシン上では利用できる計算機資
源が限られており、多くのカメラを接続してしまうと、映像処
理が破たんしてしまうことが分かった。これにより、提案手法
で必要最低限の情報源に接続することの重要性が確認された。

6. 2 実 験 2

人物追跡アプリケーションを行う際に全カメラに接続する手
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図 10 実験 1: CPU 占有率 (single core）
Fig. 10 experiment1: occupancy rate of CPU
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図 11 実験 1: Memory 使用量 (single core）
Fig. 11 experiment1: amount of used Memory
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図 12 実験 1: CPU 占有率 (dual core)

Fig. 12 experiment1: occupancy rate of CPU
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図 13 実験 1: Memory 使用量 (dual core）
Fig. 13 experiment1: amount of used Memory

法と提案した手法を用いた場合の映像統合処理システムの負荷
状況の比較を行った。実験環境について説明する。CPUはデュ
アルコアを使用している。カメラは仮想空間上の 10台のカメ
ラを用いた。位置情報を発する人物を 1000 人配置しており、
一秒毎に全人物の現在の位置情報を取得している。追跡対象者
としてはその中の一人を問合せ記述中で選択している。実験に
用いた問合せは以下である。
（ 1） 全カメラに接続を行う問合せ
全カメラに接続を行う問合せは図 14である。全カメラに接続
を行う問合せでは全てのカメララッパーを作成した上で、追跡
人物から距離が 50のカメラからの映像を取得することになる。
（ 2） 提案手法を用いた問合せ
提案手法の一つである ASSIGN演算を用いた問合せは図 15で

図 14 全カメラ接続を行う問合せ
Fig. 14 query for all camera

図 15 ASSIGN 演算を用いた動的接続の問合せ
Fig. 15 query for dynamic selection using ASSIGN operator

ある。提案手法では距離 60以内に追跡人物が近づくと図 6に
追跡人物の選択を加えたラッパーの動的作成の問合せによりカ
メララッパーを動的に作成する。追跡人物からの距離が 50以
内になると、図 15問合せにより対象となるカメラに ASSIGN

演算にて接続し映像ストリームを取得する。60より遠ざかると
ラッパーの動的削除により、ラッパーを削除する。
指標には先ほどと同じように CPU占有率とMemory使用量
を用いた。全てのカメラに接続した UNION演算を用いた問合
せと提案手法を用いた問合せの比較は図 16, 17 である。ここ
で、横軸は時間 (秒)、縦軸は CPU占有率とMemory使用量で
ある。提案手法を用いた場合、シミュレート時間 500秒の間に
追跡人物がカメラの近くに接近した回数は 3回となった。カメ
ララッパーが作成されるたびに CPU負荷とメモリ使用量が増
えるが、削除されると CPU占有率は元に戻った。この結果よ
り、全てのカメラを同時に監視する必要のない状況では、提案
した ASSIGN演算を用いた問合せがメモリ使用量、CPU占有
率の双方で低く抑えることができることが分かった。

6. 3 実 験 3

大規模映像ストリーム環境において、限られた資源の中でも
提案手法が有用であることを確認する実験を行った。位置情報
を発する人物 1000人、カメラ 100台を大規模映像ストリーム
環境として想定する。ここでは、距離 10未満の時にカメララッ
パーを作る問合せと、5未満になると ASSIGN演算にてカメラ
を選択する問合せ、距離が 10より離れた時はカメララッパー
を削除する問合せを用いた。指標には CPU占有率とMemory

使用量を用いた。実験結果は図 18, 19である。ここで、横軸は
時間 (秒)、縦軸は CPU占有率とMemory使用量である。提案
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図 16 実験 2: CPU 占有率
Fig. 16 experiment2: occupancy rate of CPU
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図 17 実験 2: Memory 使用量
Fig. 17 experiment2: amount of used Memory
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図 18 実験 3: CPU 占有率
Fig. 18 experiment3: occupancy rate of CPU

手法を用いた場合、シミュレート時間 500秒の間に追跡人物が
カメラの近くに接近した回数は 7回となった。追跡人物の移動
に伴い、カメララッパーの動的作成・削除が行われ、その度に
CPU占有率、Memory使用量ともに増加する。しかし、CPU

占有率は一定の値を示しており、大規模映像ストリーム環境に
対して単独のマシン上で映像統合処理システムの動作が可能で
あることを示しており、提案手法の有用性を確認できる結果と
なっている。

7. 関 連 研 究

以下では，他の関連研究と比較した上での，本研究の特徴に
ついて述べる．ストリームデータの処理を行う Aurora [1] は，
主にセンサー情報などの，数値やテキストデータで得られるス
トリームを取り扱ったシステムであり，映像等のマルチメディ
アデータへの対応に関しては，特別言及されているわけではな
い．これに対し，本システムは，映像に特化したデータ型やメ
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図 19 実験 3: Memory 使用量
Fig. 19 experiment3: amount of used Memory

タデータ抽出機能を提供することで，様々な映像ストリームと，
他の情報源からの情報との統合利用をより容易にするもので
ある．本稿で述べた映像ストリーム統合のアプローチは，これ
らのシステムにも応用可能である．内山らの提案した DMS [6]

は，大規模な映像ストリーム環境における映像監視システムを
実現可能としており，本研究と類似している点も多いが，彼ら
の手法は，データ処理の分散に注目したものであり，実現する
為には，分散環境を実現するための膨大なリソースの確保が必
要となる．一方，本研究で提案する手法は，映像ストリーム以
外の様々なストリームや DB も活用し，接続する情報源を取捨
選択することで，限られたリソースの中でも動作することを目
的とする．
大規模な映像ストリーム環境を提供するシステムとしては，

Argos View [13] などが，最大 10000 台のカメラ映像の統合環
境を実現できるシステムとなっている．規模としてはかなり大
きなものだが，こちらはカメラから送られてくる映像データの
みに注目しており，他のセンサー情報との情報統合などを目指
すものではない．これに対し，本研究の提案システムは，映像
以外のストリーム，更には DB に保管された情報なども統合
することで，多岐にわたるシステム開発の支援が可能となって
いる．
情報源を動的に切り替える技術に関連するものとしては，

FISQL [14]と呼ばれる問合せ言語，およびそれに対応した処理
の最適化手法等が提案されている．これは，各 DB のスキーマ
情報を問合せ処理の中で参照できるようにすることで，多様な
スキーマで保管された複数の DB の情報を一括して扱うことを
目的としている．情報源の名称や属性名にあたるデータを変数
として参照するという点では，本研究の提案手法と似ている部
分があるが，FISQL が対象としているのはデータベースであっ
てストリームではない．本研究においての目的は，データを受
け取るストリームの動的な切り替えであり，情報源が常に変化
していくというところが大きく異なる．

8. まとめと今後の課題

本稿では、大規模映像ストリーム環境を仮想的に構築し、情
報源の動的選択機能の有効性を実験により示した。現在、単独
のマシン上で映像統合処理システムを動作させて、人物追跡要
求を処理している。しかし、単独のマシンでは、資源の制限を
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受けて、より大規模環境に対応することが難しい。そこで、単
独マシンのみで問合せ要求処理を行うのではなく各ノードで処
理の分散化を行うことを考えている。そうすることで、単独マ
シンの負荷軽減をすることになり、より大規模環境に適応する
ことができると考えられる。今後は問合せ処理の分散化を行う
予定である。
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