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縮小構造Sketchを用いた
最近傍検索近似アルゴリズムの実装に関する研究

永谷 昇馬1,a) 樋口 直哉1 篠原 武1

概要：多次元データの近似検索のための縮小構造 Sketchについて考察する．Sketchは基礎分割関数を用

いて作成され，実空間での類似性をある程度保持するようにオブジェクトをバイナリ文字列で表したもの

である．Sketchは局所性鋭敏型ハッシュ (locality sensitive hash)の一種である．Sketchを用いた検索で

はビット演算を用いた高速検索が可能な Sketchでフィルタリングを行い，その後，実距離計算を行う．本

論文では，Sketchと質問点との距離下限を用いた検索優先順序付けが大幅に精度や速度を向上できること

を示す．
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A Study on Implementation of Approximate Algorithm for
the Nearest Neighbor Search Using Sketches

Shoma Nagatani1,a) Naoya Higuchi1 Takeshi Shinohara1

Abstract: we consider compressed sketches for approximate similarity search of multimedia data. Sketches
are bit strings constructed by basic partitioning functions, which associate 0 or 1 with objects. Sketch func-
tions are considered as a kind of LSH (locality sensitive hash). Sketchs can be used as efficient filters for
similarity search by bit operations. In this paper, we show that the visiting order of objects using lower
bound of distance between sketches and queries improves search precision and speed.
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1. はじめに

計算機の演算能力及び記憶容量の飛躍的な向上により，

我々は大量の音楽や動画等のマルチメディアデータを扱う

ことが可能になった．それに伴って，我々は日常的に大量

のデータに対して検索を行う機会が増加し，高速に検索す

ることが重要になってきた．音楽や動画といったマルチメ

ディアデータを対象とした検索では，音質や画質の悪化に

よる影響のため，人間の感覚による判断では同一に思われ

る内容であっても計算機にとっては全く別のデータとして

扱われる場合がある．そのため，質問データと完全に一致

するデータのみを取得する完全一致検索よりも，とある条
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件のもとで近似であると判断されたデータを検索する近似

検索のほうが適している．

近似検索の一般的な検索手法として，R-tree[1], [2] や

M-tree[3]などの索引構造を用いるものがあげられる．そ

れらの空間索引は，空間の次元が大きくなると次元の呪い

と呼ばれる現象により，検索効率が悪化してしまう．その

ため，高次元のデータを用いて索引付けを行う場合，次元

縮小を用いてオブジェクトを低次元に射影することによ

り，次元の呪いを緩和することが可能である．しかし，空

間索引を用いた検索では，データベース内に近いデータが

存在するような質問に対しては非常に高速に検索できる反

面，近いデータが存在しない場合には検索効率が低下して

しまう．

c⃝ 2018 Information Processing Society of Japan 1



情報処理学会研究報告
IPSJ SIG Technical Report

そこで，近年考案された手法として，高速かつ一定時間

で検索が可能である Sketch[4], [5], [6], [7] を用いたものが

ある．Sketchは球面分割 (BP) や量子化球面分割 (QBP)

等の基礎分割関数を用いることで，オブジェクトの類似性

を保持したまま，オブジェクトをビット列で表現したもの

である．しかし，Sketch間の距離と実空間上ののオブジェ

クト間の距離には違いが生じるため，ビット計算による高

速計算が可能な Sketchで一定数の候補を探索し，その後，

候補に対して実距離計算を行う．

本論文では，Sketchを用いた多次元データの最近傍検索

の近似アルゴリズムを実装し，Sketch間の距離に 4種の距

離を用いてその効果を検証する．

本論文の構成は以下のとおりである．第 2章では Sketch

について紹介する．第 3章では Sketchの最適化手法．第

4章で実際にデータベースを検索し精度及び検索速度につ

いて検証し，第 5章でまとめと考察を行う．

2. Sketch

2.1 近似検索

近似検索とは，データ間の非近似度 (距離)を用いて，質

問点と近似するデータを取り出すことである．近似検索の

データベースが対象とする特徴空間全体をU = Rnとする．

ここで，nは特徴データの次元数である．任意の２点間のオ

ブジェクト間の非近似度を示す距離関数を d : U×U → R+

とし，D = (U, d)を距離空間と呼ぶことにする．近似検索

システムでは，距離関数 dは距離の公理と呼ばれる条件を

満たすものと仮定する．最も重要な条件であるのは三角不

等式と呼ばれる以下の条件である．

d(X,Y ) ≤ d(X,Z) + d(Z, Y )

ここで，X,Y, Z ∈ Dである．

近似検索には，質問点 qから距離が小さいものから k個

のオブジェクトを取得する k近傍質問を用いる．

2.2 Sketch

Sketchを用いた検索は，検索の精度を犠牲にしつつ，検

索を高速化する近似アルゴリズム [8], [9], [10], [11]の一種

である．Sketchは，実空間での類似性をある程度保持する

ように基礎分割関数を用いてオブジェクトをバイナリ文字

列で表したものである．オブジェクト xの Sketchを σ(x)，

その第 i ビットを σi(x) で表す．また Sketch 間の距離に

は，ハミング距離を用いて計測する．以下の式は長さmの

Sketch間の距離である．

dσ(x, y) =
∑m

i=1 |σi(x)− σi(y)|
Sketchはビット列で表されているため，式 1はビット演算

で高速に計算できる．

本研究では 32ビット長の Sketchを用いている．また 1

ビットに 64個の特徴次元を持ち 0から 255の値をとる．

2.3 距離下限を用いた検索優先順位付け

Sketchはハミング距離で質問点に近いもの K 個に対し

て実距離計算を行うことで近傍解を得る．そこで，ハミン

グ距離ではなく距離の下限値を用いたスコア付けによりK

個を選ぶ手法 [12]を用いる．オブジェクト x，質問点 q，第

iビットのためのピボット p，半径 ri を用いると，距離の

下限値 ei は

ei =

{
|d(pi, q)− ri| (σi(q) ̸= σi(x))

0 (σi(q) = σi(x))
(1)

となり，距離の下限を見積もることができる．この下限を

求めるために，データベース内のオブジェクト xについて

は Sketchしか用いないが，質問点 qについては，ピボット

との実距離を用いることができるので，三角不等式により，

d(q, x)の下限を求めることができる．σi(x) = 0, σi(q) = 1

のとき，つまり

d(pi, x) ≤ ri < d(pi, q)

のときを，図 1に示す．

三角不等式より，

d(q, x) ≥ d(pi, q)− d(pi, x)

式 2.3と式 2.3から，

d(q, x) ≥ d(pi, q)− ri

また，σi(x) = 1, σi(q) = 0のときは，

d(q, x) ≥ ri − d(pi, q)

以上により，xと qの距離の下限 eiが次式で与えられる

ことがわかる．

ei = |d(pi, q)− ri| (σi(x) ̸= σi(q))

実際には Sketch 全体の距離の下限値を用いるため，L∞

や L1，L2 距離と同様にして集計したスコアをそれぞれ，

score∞ および score1，score2 とすると

score∞ = maxn
i=1ei

score1 = Σn
i=1ei

score2 =
√
Σn

i=1ei
2

図 1 L1 空間における距離下限値
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となる．

これらのスコアが小さい順に検索を行う手法を提案する．

この距離下限 ei を用いたスコア score∞, score1, score2 の

計算は，ビットパターンに対する部分スコアを配列を用い

た表関数とすることで高速に計算ができるため，ビット演

算を用いるハミング距離の計算と比べてもほとんど変わ

らない計算速度を達成できる．実距離計算では，検索範囲

を与え K 個に対して，スコアの小さい順に実距離計算を

行う．

ハミング距離で 32ビット長の Sketch間の距離を表すの

に 0から 32の 33通りの距離でしか表すことができない．

そのため，検索の第一段階で候補を選択する際に，ハミン

グ距離では同距離でも候補となる点とならない点が多く出

る可能性があり，十分な性能が期待できないという問題が

あった．距離下限を用いた検索によって，質問点と Sketch

間の距離が同距離となる点を少なくすることができる．

2.4 検索方法

Sketchを用いた k近傍検索は 2段階で行う．

1. 質問データから作成した Sketchとデータベース内に

登録されているデータの Sketch間の距離を式 1を用いて計

算し，実距離計算する候補データを取り出す．(近傍探索)

2. 取り出した候補データと質問データの実空間上の距離

を計算する．(実距離計算)

第 1段階における Sketchデータベースに対する検索で

は，全探索を用いて K 近傍質問 (K ≥ k ≥ 1)を行う．通

常，全探索は索引構造を用いた場合と比較して，非常に検

索に時間がかかるが，Sketchにおける全探索では，Sketch

は元のデータに比べて小さく圧縮されており，距離を高速

に計算することができるため，高速に解を得ることが可能

である．第 2段階では，第 1段階で得られた候補に対し，

実空間上の L1 距離を計算し解を得る．質問点との最近傍

距離となる点が候補に含まれている場合，その質問に対し

正解であるとみなし，質問数に対する正解数の割合を精度

とする．

2.5 量子化球面分割（QBP）

基礎分割関数の一つである量子化球面分割 (QBP) はラ

ンダムに選んだオブジェクトをデータの中央値によって 2

値量子化した点をピボットとし，ピボットと中央値座標と

の距離である半径 Rが与えられたとすると，S は以下のよ

うに部分空間 S0, S1 に分割される．

S0 = {o ∈ S|d(p0, o) ≤ r}
S1 = {o ∈ S|d(p0, o) > r}

図 1は，L1空間において集合 S = {A,B,C,D,E, F}を
QBPを用いて分割した例である．ここで，P はランダム

に選ばれたオブジェクト，P ′は Pを 2値量子化したピボッ

ト，M はデータ中央値を示している．

図 1 では，ピボット P ′ により，集合 S は，SP ′
in

=

{C,E, F}と SP ′
out

= {A,B,D}に分割される．オブジェ
クト xから基礎分割関数 σ を用いて生成される長さmの

Sketchを σ(x) ∈ {1, 0}m とすると，QBPでは Sketchの

各ビット σi(x)は中心点 pi を用いて以下のように定義さ

れる．

σi(x) =

{
0, ifd(pi, x) ≤ r

1, ifd(pi, x) > r
(i = 1, 2, ...,m)

本研究では，QBPを用いることによりピボットの各次元

の値は最大値 255または最小値 0のどちらかの値をとる．

3. 最適化手法

本研究では，Sketchとして少数再サンプリングによる焼

きなまし法 [13]を利用した量子化球面分割 (QBP)の派生

となる最適化手法 [14], [15]を用いている．QBPにおける

焼きなまし法 (air-exchange手法)では，ピボット候補とし

てデータベースからランダムにオブジェクトを取り出して

量子化 [16] を行う．そのピボット候補を評価関数によっ

て評価する．同様の処理を任意の回数行い，最も良かった

ピボット候補をピボットとして決定する．また，ピボット

の評価には最小衝突法を用いている．異なるオブジェクト

が Sketch上において同じビット列になることを衝突と呼

び，この衝突が少ないほど良いピボットとみなす評価手法

である．

3.1 焼きなまし法

従来の焼きなまし法では，温度を用いて高温時にランダ

ムウォーク，徐々に温度が下がるにつれて局所探索を行う

ようにする．少数再サンプリングによる焼きなまし法は温

度の代わりにサンプル数を用いることで焼きなましを行

う．高温時には少ないサンプルを用いることで誤評価を発

生させ，従来の焼きなましにおけるランダムウォークを実

図 2 QBP
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現しており，低温時には多くのサンプルに対してのみ評価

を行うため，従来の焼きなましより高速に焼きなますこと

が可能である．

3.2 量子化球面分割 (QBP)を用いた新しい最適化手法

3.2.1 1次元反転法 (flip法)

Sketchの 32個のピボットから 1個のピボット pを選択

する．ピボット pの 64の特徴次元から 1つの次元を選択

し，その値の 0と 255を反転させる．

3.2.2 バランス交換法 (swap法)

Sketchの 32個のピボットから 1個のピボット pを選択

する．ピボット pの 64の特徴次元から値の異なる 2つの

次元を選択し，その 2つの次元の値を交換する．

3.2.3 n次元取り換え法 (n-exchange法)

Sketchの 32個のピボットから 1個のピボット pを選択

する．データベースからランダムに取得したオブジェクト

の量子化点 xを取得する．ピボット pの 64の特徴次元か

ら選択された n次元に対し，量子化点 xの特徴次元を取り

換える．その中でも 4-exchangeの最適化が優れているた

め，本研究では 4-exchange法を用いる．

4. 実験

約 2,900本の動画から特徴抽出した約 700万件の 64次

元画像フレームデータに，300件の質問データを用いた．

4.1 検索時間

4次元取り換え法で最適化された 32bitの Sketchを用い

て，最近傍検索の第 1段階 (近傍検索部)および第 2段階

(実距離計算部)で 1質問あたりの検索時間を表 1に示す．

表 1 検索時間

　
スコア

探索時間

(ms)

K = 1, 000 K = 7, 000

ハミング 15.8 20.9

score∞ 21.7 26.2

score1 16.4 23.7

score2 16.7 25.2

表 1 に示した検索時間のうち実距離計算に要した時間

は，K = 1, 000およびK = 7, 000のとき，それぞれ 0.273，

1.00ミリ秒である．また，K = 7, 000のときの第 1段階で

の近傍探索はK = 1, 000のときの約 1.3倍の時間がかかっ

ている．

4.2 新最適化手法の有効性

次に，焼きなまし法を利用した 4-exchange手法によって

最適化された Sketchを用いて，解候補数K を変化させそ

の精度を表 2に示す．5回乱数を変え作成した Sketchで，

データベースでの衝突率が最も低い Sketchを採用し計測

した．設定は以下のように行う．

・初期サンプル 500，最大サンプルサイズ 10万，総試行

回数 50万回

また，試行回数が総試行回数の 95%に達した場合に最大

サンプルサイズに到達するようにしている．

表 2 各最適化手法における精度

　
近似距離

K = 1, 000 K = 7, 000

精度
(%)

精度
(%)

ハミング 80.0 93.0

core1 93.7 98.0

score2 92.3 98.0

score∞ 88.7 94.7

また，表 1，2について，K = 1, 000とK = 7, 000の 4-ex

手法の結果から，ハミング距離を用いた検索では 13%も精

度が変わっているのに対し，距離下限を利用した検索では

約 5%しか精度が変わっていない．距離下限を利用した場

合，質問点との距離が近いところに解が集まりやすいと考

えられる．距離下限を用いることで少ない候補数において

もある程度の精度で検索することができる．他の最適化手

法についても同様に，ハミング距離よりも距離下限を用い

た検索のほうが優れている．

また，同じ候補数では，Sketch間の距離に距離下限値を

用いる方法がハミング距離を用いる方法に比べ精度が向

上しており，K = 7, 000のハミング距離を用いた結果と

K = 1, 000の L1 距離を用いた結果を比べると，精度はほ

ぼ同等である．しかし，検索にかかる時間については L1

距離を用いた検索のほうが短かった．

以上から，ハミング距離を用いた検索において候補数が

少ない場合には検索の性能を十分発揮できていないのに対

し，距離下限を利用した検索では候補数が少ない場合でも

ある程度の性能を発揮できている．したがって，一定時間

でより高い精度で検索することができ，候補数 K の値を

減らすことでより短い時間である程度の精度を保つことが

可能な距離下限を利用した検索は効果があるといえる．

5. まとめと今後の課題

距離下限を用いた検索優先順位付けはかなり大きな効果

を発揮することが分かった．実空間上の距離は L∞ 距離よ

りも大きいことが保証されている．そこで，実距離計算し

た中で最小の実距離 nd，実距離計算対象点と質問点間の

L∞ 距離 lbに対して nd < lbを満たした場合，残りの候補

を実距離計算しても ndが更新されなくなる．そのため，

実距離計算を途中で打ち切ることが可能となり実距離計算

を少なくできる．しかし，候補数が少ない場合，実距離計

算時間はほぼ無視できるため，打ち切りによる影響はほと
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んどないと考えられる．今後の課題として，候補数を多く

した場合に実距離計算の打ち切りによる検索時間短縮の効

果の検証が必要である．
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