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SOM を用いた動画の解析手法の提案 
 

打越健太†1 堂薗浩†1 

 

概要：近年，インターネットの普及により膨大なデータが日々生成されている．この膨大なデータを人工知能により

解析することが注目されている．この人工知能にはディープラーニングが用いられる。ディープラーニングは，これ

までの機械学習とは異なり，いくつもの学習層を用いて，数万から数百万の学習用データを学習し，対象データの解

析を行う。そのため，解析に大規模な計算が必要であり，データ容量が膨大となるため専用の計算機が必要となる。

動画は容量が大きいため，さらに計算量が増える．そこで，本研究では動画の解析において，学習層が浅く，少量の

データで効率よく学習が可能な解析法を提案する。 

 

キーワード：機械学習，動画像錦・理解 

 

Proposal of Analysis Method of video data by SOM 
 

KENTA UCHIKOSHI†1 HIROSHI DOUZONO†2 

 

abstract: Recently, deep learning is noticed in artificial intelligence and image identification. Deep learning is different from 

general machine learning. Deep learning uses several learning layers which process number of learning data and analyze the target 

data. So, data volume becomes enormous and deep learning needs a large scale calculation for analysis. The volume of video is so 

large, that computational amount is increase. This paper proposes analysis method that can reduce the number of learning layer for 

the analysis of video data. Video data is converted to the optical flow and learned using multiple layer Self Organizing Map which 

needs less amount of computation. 
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1. はじめに   

 近年，ビックデータの解析や人工知能などにより，デ

ィープラーニングが注目されている．ディープラーニング

は，特に画像識別分野で精度を上げている．また，韓国の

プロ囲碁棋士に対し，5番勝負で勝ち越したGoogleのAlpha 

Go のアルゴリズムにもディープラーニングが用いられて

いる[1]． 

ディープラーニングとは，脳神経をモデルとしたニュー

ラルネットワークが多層構造をとる機械学習である．機械

学習では，最適なパラメータをデータから決定する．また，

ディープラーニングではデータの特徴を決定する特徴量を

多層的に求める．これが一般的な機械学習との違いである．

そのため，ディープラーニングはパラメータや特徴量を設

定するための膨大な学習用データが必要である．また，多

層構造された各層で，膨大なデータ学習を行うため，高性

能な計算機が必要である． 

SNS などの普及により，膨大なデータを容易に入手でき

ること．昔に比べ，計算機の性能が上がったこと．そして，

ディープラーニングの登場により，1950 年ごろに誕生した
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人工知能は，現在その形を変え第 3 次ブームとなっている．

そして，第 4 次産業革命は人工知能とされている． 

現在のディープラーニングは，数万～数百万の学習用デ

ータが必要である．そのため，膨大なデータを確保するた

めの大容量メモリが不可欠である．また，学習層も数十～

数百と深いため，高性能な計算機を用いても，解析に膨大

な時間を費やす．このように，ディープラーニングは，ハ

ードウェアの環境構築が困難である． 

ディープラーニングは通常，データを処理することはな

く，生のデータを学習する．学習対象である動画は，連続

した静止画像の集まりであり，動画を学習するのではなく，

画像の集合を学習する．また，1 つの動画を学習するため

には，多くの画像を学習しなければならない．そのため，

動画の学習には，膨大な時間と専用のハードウェアが必要

となる．そこで，通常のディープラーニングに比べ，大容

量メモリと高性能な計算機を必要としない，学習対象を動

画とするアルゴリズムを提案する． 
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今回提案するアルゴリズムは，まず，動画の動きの抽出

を行う OpticalFlow を用いて動画の動きをベクトルに変換

する処理を行う．そして，抽出されたベクトルを機械学習

により学習する．機械学習のニューラルネットワークには，

計算量の少ない自己組織化マップを用いる． 

 

2. 自己組織化マップ 

2.1 はじめに 

自己組織化マップ (Self-Organizing-Maps：SOM) は 1981

年頃に T.Kohonen により提案された[2]．SOM は以下の特徴

を有する人工ニューラルネットワークのひとつである． 

 大脳皮質の視覚野をモデル化 

 教師なし学習型ニューラルネットワーク 

 データの相関を可視化 

 

2.2 構造 

SOM は入力層と出力層による，2 層のニューラルネット

ワークから構成される．入力層を図 2.1 に示す．学習対象

である入力ノードは M 個存在する．この入力ノードはそれ

ぞれ，N 次元の特徴ベクトル𝑿 (𝑥1, 𝑥2, 𝑥3, … , 𝑥n)を持つ． 

次に，出力層を図 2.2 に示す．出力ノードがマップ上に

配置されている．これらの各出力ノードは，入力ノードと

同じ，N 次元の重みベクトル𝑾 (𝑤1, 𝑤2, 𝑤3, … , 𝑤n)を持つ． 

最後に，入力層と出力層の接続を図 2.3 に示す．各入力

ノードはすべての出力ノードと接続されている． 

 

 

図 1 入力層 

 

図 2 出力層 

 

図 3 入力層と出力層の接続 

 

2.3 アルゴリズム 

SOM のアルゴリズムを以下に示す．N 次元の特徴ベクト

ルを持つ，m 番目の入力データを𝑿m (𝑥1, 𝑥2, 𝑥3, … , 𝑥n)，出

力ノードの重みを𝑾i (𝑤1, 𝑤2, 𝑤3, … , 𝑤n)とする． 

 

[1] 初期化 

すべての出力ノードの重み𝑾  を正規分布の乱

数により初期化する． 

[2] データの入力 

学習対象データを入力ノードに入力する． 

[3] 勝者ノードの探索 

選択された入力データに対し，もっとも類似す

る勝者ノード𝑾𝐜を，出力層から発見する．勝者ノ

ードの条件を式(2.1)に示す． 

 ||𝑿 − 𝑾𝐜|| = min||𝑿 − 𝑾|| (2.1) 

[4] 出力ノードの更新 

勝者ノードとその近傍に存在する出力ノードの

ベクトルを更新する．更新に用いる計算式を式(2.2)

に示す． 

 
𝑤𝑚(𝑡 + 1)                                                          

                   = 𝑤𝑚(𝑡) + ℎ𝑐(𝑡)(𝑥𝑚(𝑡) − 𝑤𝑚(𝑡)) 
(2.2) 

このとき，ℎ𝑐(𝑡)は近傍関数であり，以下の式(2.3)に

示す． 

 ℎ𝑐(𝑡) = 𝛼(𝑡)
||𝒓𝑐𝑚 − 𝒓𝑛||

𝑇
(1 − 𝑡) (2.3) 

ここで，𝛼(𝑡)は学習係数であり，𝑇，𝑡 はそれぞれ，

総学習回数と現在の学習回数である．また，𝒓𝑐𝑚，

𝒓𝑛 はそれぞれ，入力ノード𝑿m に対する勝者ノー

ドと，更新を行う出力ノードの位置ベクトルであ

る． 
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[5] 別入力データの学習 

別の入力データに対し，[2]～[4]を繰り返す．全て

の入力データを学習するとことで，1 回の学習が完

了する． 

[6] 学習の反復 

[5]を総学習回数𝑇回まで繰り返す． 

 

3. OpticalFlow 

3.1 はじめに 

OpticalFlow とは，動画中での物体やカメラの移動によっ

て生じる隣接フレーム間の物体の動きをベクトルで表すも

のである．ベクトルは 1 フレーム目から 2 フレーム目への

変位ベクトルを表す 2 次元ベクトルで表現される． 

しかし，物体の動きを一意的に求めることは難しい．そ

のため，一般的には，フレーム間の変化の推定により物体

の動きを求める．推定の代表的な手法として，Lucas-Kanade

法や Horn-Schunk 法が存在する． 

 

3.2 原理 

OpticalFlow は物体の動きを推定するために以下の仮定を

置く． 

 物体が移動しても明度（画素値）は変化しない 

 物体は時間的，空間的に微分可能な滑らかである 

 物体の移動量は微小である 

 

 

図 4 OpticalFlow における仮定 

 

 図 3.1 に示すような，ある時刻𝑡 にフレーム𝐼上のある

点𝑥, y に物体𝑂が存在し，この明度を𝐼(𝑥, 𝑦) とする．時刻

が∆𝑡 進み，物体𝑂が微小量∆𝑥, ∆𝑦 だけ移動すると，物体

𝑂は(𝑥 + ∆𝑥, 𝑦 + ∆𝑦) に存在する．このときの明度は𝐼(𝑥 +

∆𝑥, 𝑦 + ∆𝑦) である．仮定より，物体が移動しても画素値

は変わらないため，次式が成り立つ． 

 𝐼(𝑥, 𝑦, 𝑡) = 𝐼(𝑥 + ∆𝑥, 𝑦 + ∆𝑦, 𝑡 + ∆𝑡) (3.1) 

仮定より，画像は時間的，空間的に微分可能であり，移動

量∆𝑥, ∆𝑦 は微小であるため，式(3.1) にテイラー展開を用

いる． 

 

𝐼(𝑥 + ∆𝑥, 𝑦 + ∆𝑦, 𝑡 + ∆𝑡)                               

        = 𝐼(𝑥, 𝑦, 𝑡) +
𝜕𝐼

𝜕𝑥
∆𝑥 +

𝜕𝐼

𝜕𝑦
∆𝑦 +

𝜕𝐼

𝜕𝑡
∆𝑡 

(3.2) 

式(3.1)，(3.2) より 

 
𝜕𝐼

𝜕𝑥
∆𝑥 +

𝜕𝐼

𝜕𝑦
∆𝑦 +

𝜕𝐼

𝜕𝑡
∆𝑡 = 0 (3.3) 

式(4.3) を時間の変化量で割る． 

 
𝜕𝐼

𝜕𝑥

∆𝑥

∆𝑡
+

𝜕𝐼

𝜕𝑦

∆𝑦

∆𝑡
+

𝜕𝐼

𝜕𝑡
= 0 (3.4) 

 I𝑥vx + I𝑦vy = −I𝑡 (3.5) 

ここで，vx, vy は単位時間当たりの移動量である． 

式(3.5) をオプティカルフローの拘束方程式という．画像

中のすべての画素について，この拘束方程式は成り立つ．

しかし，1 つの方程式に対し，2 つの未知数があるため，

vx, vyの解を一意に求めることができない．これを，窓問

題(Aperture Problem) という．この窓問題を解決するため

に様々なアルゴリズムがある．代表的な Lucas-Kanade 法

では，ある点の移動はその周辺も同じ移動をするという仮

定をすることにより，物体の動きを推定する． 

 図 5 に OpticalFlow により変換したベクトルを示す．左

はベクトルを線として描画し，右はベクトルを HSV 色空

間に対応させて描画している．HSV 色空間の色相(H)， 

彩度(S)をそれぞれベクトル角，ベクトル強度に対応し，

明度(V)は 1 である． 

 

 

図 5 ベクトルの描画 

 

4. 提案手法 

4.1 構造 

SOM を図 6 のように，4 層に重ね，動画の学習を行う．

各層の全出力ノードは，次の層の全入力ノードと接続され

ている．1 層目は，OpticalFlow により算出したベクトルを

入力データとし，全動画の全フレームの学習を行う．2 層

目以降では，1 つ上の層の連続する複数のフレーム（1～10

フレーム分）の勝者ノードの座標を入力データとする．2 層

目以降では，上層の複数の勝者ノードを 1 つの入力データ

とするため，下層に特徴を伝達するにつれ，データ数は減

少する．したがって，最終層では，1 つの動画に対し，1 つ

の勝者ノードを得る． 
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図 6 階層型 SOM 

 

4.2 学習対象 

学習の対象とした動画の種類を以下に示す． 

 アーチェリー  9本 

 ビリヤード  12本 

 バスケットボール 5本 

動画は約 5秒前後と比較的短い動画である． 

 

4.3 結果 

1 層目の学習結果を図 7，最終層の学習結果を図 8 に示

す．今回の自己組織化マップは，トーラス型であるため上

下左右が繋がっている． 

1 層目では，全動画の全フレームを学習している．この 1

層目では，似たベクトルを有するフレームが近くに学習さ

れていることを確認した．そのため，連続したフレームが

それぞれ近くにマッピングされている． 

中間層では 1 つの動画に対して複数の勝者ノードにより

マッピングされる．これに対して，最終層では，1 つの動

画に対して 1 つの座標でマッピングされる．動画の大半は

種類により分類されていると考えられる．しかし，動画の

種類に関係なくマッピングされている部分も存在している

ことがわかる． 

 

図 7  1 層目の学習結果 

 

 

図 8 最終層の学習結果 

 

5. おわりに 

本稿では，3 種類の動画を学習の対象とした．学習対象

である動画の動きを学習したため，動きが近い動画が分類

される．動画の種類によって動きが異なるので動画の種類

に分類されることが期待できた．結果として，動画の大半

は分類できていることが確認できた．動画の動きによる分

類であるため，動画の種類が混ざっている部分も確認でき

た． 

今後，分類の精度や評価が定量的でないため，評価方法

の検討とそれを用いた結果のさらなる検討および，応用分

野の拡張が考えられる． 

 

 

 



情報処理学会研究報告 

IPSJ SIG Technical Report 

 

 

ⓒ2018 Information Processing Society of Japan 5 
 

参考文献 

[1] NVIDIA, 人工知能、機械学習、ディープラーニングの
違いとは,  

https://blogs.nvidia.co.jp/2016/08/09/whats-difference-

artificial-intelligence-machine-learning-deep-learning-ai/ 

[2] T.Kohonen,「自己組織化マップ」, 徳高平蔵, 岸田悟 


