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XMLデータベース上における動画データベースへの文検索システム
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あらまし 本論文では動画ファイルと動画ファイルの説明文を XMLサーバ上に構築し，検索文と類似する動画ファ

イルの提示を格フレーム構造の類似性を用いることで検索を行うシステムを作成した．
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Abstract In this paper, we construct a movie file and its explanation on an XML database, and propose similarity

between the explanation of a movie file and a search sentence by using the case frame.
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1. ま え が き

近年,デジタルカメラやカメラ付き携帯電話の普及してきて

いる．また，コンピュータのハードディスクドライブの大容量

化やネットワーク回線の高速化によって，個人でも動画をデー

タとして持ち，それらを検索して再生することも多くなってき

ている．実際，大容量の動画データを送信し配信するサービス

も出はじめている. そこで自分で作成した動画をWeb サーバ

に保存したり，その中から必要な動画を検索し再生するための

サービスが今後もっと必要になってくると考えられる．

また，Web上における情報検索 [4]では，単語頻度をベース

に実現される例が多く．画像検索においても画像が保存されて

いる HTMLに対する単語を手がかりに検索結果を提示してい

る．文の構造を用いるには文章の大きさが不均衡であったりし，

Web検索に用い難いと考えられる．

本研究では，XMLデータベース上に動画ファイルとそれを

説明をする文を一組にして登録し，それを検索するシステム構

築することを想定している．その検索には文（以下，検索文）

を採用し，説明文と検索文の間の類似を格フレーム [3]をもと

にして計算手法し，動画ファイルの検索に用いている．また，

格フレーム間の類似度の計算方法には，動画ファイルと説明文

を一組としており，その説明文の述部が動画ファイルをよく説

明していると想定した方法を用い，格フレームの階層ごとの比

較を行っている．

2. システムの構成

図 1 動画サーバの構成図

本研究では，システムをWebサーバから CGIスクリプトを

通じて XMLサーバ (Xpriori [1])に問い合わせを行う形式で構

成し (図 1)，結果は XMLサーバから取得できた情報をHTML

に CGIスクリプトで編集した上で提示している．

XMLサーバでは，動画ファイルの説明文，説明文を解析し

たデータ，動画の登録場所を管理しており，実際の動画ファイ

ル自体は XML サーバに格納しない方式をとっている．また，

検索の提示は CGIスクリプトが XML サーバに問い合わせた



結果からファイルの場所を取り出し，ユーザに動画再生を提供

する方式である．XMLサーバで管理している情報については，

第 3章で述べる．

システムの機能としては，下記に示すと３つの機能を作成し

ている．

(1)動画ファイルの登録・削除

(2)動画ファイルに対するコメントの修正

(3)動画ファイルの日本語による文検索

図 2 動画一覧の画面

なお，検索に関する仕組みについては次のとおりである．

�動画ファイルを登録するときに，その動画ファイルを説明を

格納しておくことで，XMLサーバから検索を行う際には，説

明を手がかりに動画ファイルを提示する．説明文を手がかりに

するにあたって説明文をあらかじめ形態素解析，係り受け解析

をおこない，そのうえで説明文を格フレームで登録する．リン

クを除いた格フレーム形式は，XMLデータ形式とは等価に扱

うことができると考えられるので，説明文の格フレーム形式と

説明文の XMLデータを同じものとして取り扱う．

�検索では，文を用いて検索を行い，検索文と類似する動画を

提示する．検索文と動画ファイルとの類似については，検索文

も形態素解析，係り受け解析を行い格フレーム形式に変換後，

検索文の格フレームと動画ファイルの説明文の格フレームを間

の類似性と計算して，検索文からみて最も高い類似した動画を

提示する．

2. 1 システムの内部処理

システムの機能に対して，内部処理を CGIスクリプトで切

り分けて XMLサーバへの問い合わせを行っている．動画に対

する XML情報の登録・削除・コメント修正は，Xqueryから

XMLサーバの XMLノードを登録・削除・タグ内の文の修正

で実行される．

それに対して検索は，Xqueryの検索結果から説明や説明か

ら作成した格フレームを取り出して検索文との格フレームの類

似性を求め，類似性の高い動画ファイルを提示する．

3. XMLデータベース上における動画の説明文
の格フレーム

システムでは，XMLデータベース上における説明文を格フ

レームデータ形式に変換して保持している．説明文に使われ

る日本語の文は，係り受け関係や形態素に分割できる．例え

ば，下記の文 1 に対する係り受け関係を図 3 のように表すこ

とができる．本研究では，係り受け関係や形態素への分割に

Cabocha [2]を利用して，その結果の一部を加工して取り出す

ことで格フレームデータを作成している．以下では，Cabocha

の XML出力と格フレーム変換を説明する．

文 1: ジェームスがうまい手話で話します．

図 3 文 1 に対する係り受け

(1) Cabochaによる XML出力

文 1の場合，Cabochaによって作成される情報のうち本研究で

必要となるものを図 4に示す．

図 4 文 1 に対する Cabocha よる XML 形式の出力

(2) 格フレームへの変換

格フレームへの変換は，係り受け関係のうち係り受けを受ける

側の節を述部と，それ以外を主部とする．主部・述部の中でそ

れぞれの節に係る節もある．また，主部に直接係る節を第一階

層として格助詞や係助詞の節が取り出すことができる．

文１の例では，「話します」が述部にあたり，それ以外は主部

に当たる．また４文節のうちの「うまい」は格助詞-での文節

「 手話で」に係る．第一階層の文節は，「話します」，「ジェーム

スが」，「手話で」となる．

各文節に対しては，単語の基本形となる基本単語と品詞を取



り出し，係る側の文節を受ける側の文節の中の格フレームとし

て作成することで，Cabochaによる XML出力から格フレーム

を得る．

文 1に対する格フレームを図 5に示す．なお，「ジェームスが」

と「手話で」が「話します」に係っている図５のように，同じ

文節に係っている文節の順序は，類似度の計算に影響がないた

め意味を持たせていない．　

図 5 文 1 に対する格フレームデータ

また，図 5に対する本研究で作成したシステムの XML形式

を図 6に示す．

図 6 文 1 に対する XML 形式よる格フレームデータ

4. 検索文と動画ファイルの説明文との類似性

検索文と動画ファイルの説明文との類似性を計算は，格フ

レームに変化した手法の有効性を確かめるために，簡単なテス

トセットとして次の表 1を用いて比較する．なお，類似性の計

算には，以下に述べる (1)検索文の単語の動詞・名詞・形容詞の

所属数方式，(2)格フレーム間の類似度方式を 2種類を用いた．

4. 1 検索文と動画の説明文の単語比較における類似性

まず，検索文を形態素に分割後，動詞，名詞，形容詞，副詞

の基本単語が動画の説明文に含まれている個数の最大値を利用

する方法である．言い換えると助詞や助動詞などの意味を持た

表 1 XML データベース上の動画情報

番号 　　　　　　説明文

M1 ジェームスが飛び跳ねる。

M2 ジェームズが走る。

M3 ジェームズが蹴飛ばす。

M4 太郎が腹筋をする。

M5 ジェームズがうまい踊りを踊る。

M6 ジェームズがバクテンをする。

M7 胡坐のままジェームズが浮遊する。

M8 ジェームズが手話で「ありがとう」

をする。

M9 ジェームズが手話で「ありがとう」

を言います。

M10 花子が手話で「これはうまい

りんごです」を話します。

M11 ジェームズが手話で「言う」

を話します。

ない単語をあらかじめ削除しておく方式といえる．

形態素に分割後 (Cabocha による XML 形式の出力の一部,

図 4)，動詞，名詞，形容詞，副詞を取り出すと「ジェームス」，

「手話」，「うまい」，「話し」と表 1の動画データベースの各項目

の類似度は表 2のように示される．なお，検索文の単語と一致

している単語は太字で示している．

表 2 単語比較による類似度

番号 　　　　　　説明文 類似度

M1 ジェームスが飛び跳ねる。 1

M2 ジェームズが走る。 1

M3 ジェームズが蹴飛ばす。 1

M4 太郎が腹筋をする。 0

M5 ジェームズがうまく踊りを踊る。 2

M6 ジェームズがバクテンをする。 1

M7 胡坐のままジェームズが浮遊する。 1

M8 ジェームズが手話で「ありがとう」 2

をする。

M9 ジェームズが手話で「ありがとう」 2

を言います。

M10 花子が手話で「これはうまい 3

りんごです」を話します。

M11 ジェームズが手話で「言う」 3

を話します。

また，表 2では，単語の一致個数を用いているので番号M10，

M11の二つが最大値となり類似度としては同じとなる．また，

最大値でない場合でも手話を用いることや話しをすることに関

係のない番号M5 が一致個数 2となり目的の動画を探すときに

は不要なものを取り出してしまう可能性がある．



4. 2 検索文と動画の説明文間の格フレームによる類似度

本研究では，動画は動きが主に説明されるため，述部に対し

て重きを置くことことで類似性を計算しやすくなると想定して

いる．この想定を実現するために動画ファイルへの説明文を主

部と述部に分けて考え，述部に対するパラメータを主導的に計

算するモデルを提案している．また，説明文はある文節が複数

の他の文節から係っているため，係っている文節は均等な説明

を係る側に与えていると類似度を定式化している．

本節では，第 3章の格フレームで述べたように検索文とXML

データベースの上における説明文の両方ともに格フレーム形式

に変換後，格フレーム間の類似度を計算方法について説明する．

ここで類似度は，検索文 S，動画ファイルの説明文Mに対し

て定義し，Sim(S,M) で表し，検索文 S の述部，主部の文節

のそれぞれからみて，動画ファイルの説明文Mに一致するも

のがあるかどうか調べ，係数を掛けて後の総和で表すものとす

る．ただし，検索文の主部内の文節に再び別の文節が係る場合

(例えば，文１の「うまい」が「手話で」に係り，図 7では文節

C31が文節 C3に係る)，動画ファイルの説明文にも同じ係り受

けをする文節があるあるかどうか調べ，主部と述部に分ける第

一層目の係数に反映する．

なお，以下の説明では検索文 S，動画ファイルの説明文Mの

格フレームは図 7に示すように格フレームの項目のデータとす

る．図 7では，格フレームの同じ項目表すために項目の前に文

の種類とドット (.)をつけ，文節を C，基本単語を B，品詞を

Pで表している．例えば，検索文 Sの文節 Ciを S.Ci，文節

Ci中の基本単語 Bi jを S.Bi j，品詞 Pi jを S.Pi jで表す．

また，文節Ciにかかる文節をCikで表すとすると，Cik中の

基本単語 Bik jを S.Bik j，品詞 Pik jを S.Pik jで表す．

格フレーム間の類似度 Sim(S,M)の計算

Step 1: S の述部 S.B0 の基本単語が m1 個あり，基本単語

S.B0 1, . . . ,S.B0 m1 とする．その基本単語中にM の述部

M.B0の基本単語に対して一致する単語数をm∗
1 とする．この

時，b0 を次の式で計算する．

b0 =
m∗

1

m1

Step 2: i = 1を初期値として iが検索文の主部の文節個数と

なるまで繰り返す (検索文の主部の文節個数分繰り返す)．繰返

しが終わったら Step3へ．

Step 2.1: S の文節 S.Ci の品詞 S.Pi j と一致するM の文

節M.Ckの品詞M.Pk lを探す．一致するものが見つかれば

Step 2.2に進む．見つからなければXi = 0，i = i + 1として

Step 2に戻る．

Step 2.2: Sの文節S.Ci中の品詞が助詞である基本単語S.Bi j

とMの文節の基本単語M.Bk lが一致するなら Xi = 1とす

る．

図 7 格フレーム間の類似度

Step 2.3: 第一層目の文節 S.Ci に対して mi と m∗
i と計算

する．

mi =文節 S.Ci中の基本単語数+文節 S.Ciに係る文節数

m∗
i =文節M.Cj中の基本単語と一致する文節 S.Ci

中の基本単語数+　

文節M.Cj中の文節と一致する文節 S.Ci

に係る文節数

次に単語と係り受けの節の一致割合を bi として次の式で計

算し，i = i + 1として Step 2に戻る．

bi =
m∗

i

mi

Step 3: Step 2までで計算した変数 bi に重み a1 をつけた和

で類似度を定義する．

Sim(S, M) = a0 · b0 +

S の主部の文節数∑
i=1

a1 · bi ·Xi

ただし，a1 =
1− a0

S の主部の文節数
とする．

　

上記の類似度 Sim(S,M) の Step 3にあるように述部の動

詞が一致した場合に，係数 a0, 0 < a0 < 1, を掛けて，それ以

外の主部は a0 を除く係数を均等に割り当てている．よって係

数 a0 の値によって類似度の値は大きく変化する．

文 1を検索文として，表 1の動画情報との類似度の計算例を

示す．

検索文の解析: 文 1の第一層目の文節数は 3(図 6)で，主部の

文節は 2となる．品詞 [格助詞-で]の文節は基本単語「手話」と

文節「うまい」が係っている．よって文節の中で文節が係って

いる場合で，基本単語「手話」と係り側の文節「うまい」の一

致を計算する必要がある．

(1)M1との類似度: 検索文 Sからみて，品詞 [格助詞-が]の

み一致する場合である．



Sim(文 1, M1) =
1− a0

2

(2)M10との類似度 :検索文 Sからみて，述部 S.C1が一致

し，主部の品詞 [格助詞-で] の文節の基本単語「手話」しか一

致しない場合である．

Sim(文 1, M10) = a0 +
1− a0

2
· 1

2
　

(3)M11 との類似度: 検索文 S からみて，述部 S.C1，品詞

[格助詞-が]の文節 S.C2が一致する．また，品詞 [格助詞-で]

の文節 S.C2 の基本単語「手話」が一致し，品詞 [格助詞-で]

に係る基本単語「うまい」が一致しない場合である．

Sim(文 1, M11) = a0 +
1− a0

2
+

1− a0

2
· 1

2
　

a0 = 0.5とした場合の類似度を表 3に示す．

表 3 格フレームによる類似度

番号 　　　　　　説明文 類似度

a0 = 0.5

M1 ジェームスが飛び跳ねる。 0.25

M2 ジェームズが走る。 0.25

M3 ジェームズが蹴飛ばす。 0.25

M4 太郎が腹筋をする。 0.00

M5 ジェームズがうまく踊りを踊る。 0.25

M6 ジェームズがバクテンをする。 0.25

M7 胡坐のままジェームズが浮遊する。 0.25

M8 ジェームズが手話で「ありがとう」 0.375

をする。

M9 ジェームズが手話で「ありがとう」 0.375

を言います。

M10 花子が手話で「これはうまい 0.625

りんごです」を話します。

M11 ジェームズが手話で「言う」を 0.875

話します。

表 2 では番号 M10 と M11 は等しい類似度となるのに対し

て，表 3では番号M11が類似度最大となる．単語の一致個数

に対して，動詞と形容詞の係り方に影響を類似度に反映するこ

とができると考えられる．

5. ま と め

本研究では，XMLサーバ上に動画ファイルを説明するXML

データベースを作成し，それと検索文との類似性を考慮して動

画ファイルを提示をするシステムを作成した．類似性に関して

文間の文字や単語の一致度による類似よりも，文を形態素解

析・係り受け解析をした格フレームによる構造を考慮した手法

が，有効であることを示した．しかしながら，構造の考慮に関

しては係り受け解析から得られる同列の文節間の単語間の一致

度を計算しているため，類義語を考慮していない．また，類似

度 Simの述部に対する係数 a0 の値は決め方は，検索文によっ

て変化させるなどの手法が考えられ，今後の課題となる．加え

て，動画データの分量が少ないので，テストセットを充実させ

る必要がある．

なお，動画ファイルを手話の単語程度に限定した場合，説明

文を文ではなく単語ベースで作成することができる．この場

合，検索文を単語分割したあとに，それに対応する動画をXML

データベースから取り出す方法で作成した．検索文から作られ

る形態素ごとの基本単語の単語列と XML データベース内の

XML ノードごとに格納されている単語との一致度を計算し，

最大値となる動画ファイルを再生する手話教示システムを作成

している．
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