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1. は じ め に

アノテーション付き画像データベース検索における
ファセットの動的生成手法
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近年，ブロードバンドの普及により画像や動画などのマルチメディアデータを Web 上で
取り扱う機会が増えている．それにともない，Web 上に存在する大量のマルチメディアデー
タを検索する需要も高まっている．Yahoo! 1 や Google 2 などの主要な Web 検索エンジン
では，テキストをクエリとする画像検索（TBIR）が可能である．一般に，クエリとなるキー
ワードを入力すると，画像検索エンジンは周辺テキストにキーワードを含むような画像に対
してランキングを行い，その結果を表示する．しかし，現在の TBIR ではユーザの求めて

本稿では，アノテーション付き画像データベース検索において，クエリに応じてファ
セットを動的に抽出することで検索結果をある観点から分類して表示する手法を提案
する．本研究におけるファセットとは画像集合を分類するための観点である．画像に
付与された語に対して，上位語と同位語を発見することでそれぞれファセットを動的
に生成する．画像を閲覧するユーザは興味のあるファセットを選択することで，様々
な観点から分類された画像を絞り込んで閲覧することができる．実験では上位 3 位に
おける全クエリの平均適合率は最高 82.0%，上位 5 位では 75.6%という結果が得ら
れた．

いる画像を即座に見つけるのは容易ではない．たとえば，フランスに観光に行きたいがどの
季節に行くべきか悩んでいるようなユーザを想定する．そのユーザがフランスの観光名所
の画像を見てどの季節に行くべきかを決める場合，現在の TBIR では「フランス」
「観光名
所」というクエリで Web 画像検索を行い，結果の画像集合からそれぞれの季節を表すよう
な画像をユーザ自身で判断しなければならない．しかし，このような作業は非常に面倒であ
り，ユーザの判断が適切である保証もない．この場合，Web 画像検索の結果を季節別の画
像集合に分類して提示する方が望ましい．ほかにも以下のような例があげられる．

Extracting Dynamic Facets
Depending on Queries in Annotated Image Search

• ディズニーの画像をキャラクタ別または映画別に分類する．
• ワールドカップの画像をチーム別または選手別に分類する．
• 日本料理の画像を料理の種類別または地域別に分類する．
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これらの例も同様に，画像を分類して提示することでユーザの目的を果たすことができる
と考えられる．このように，Web 画像検索結果をある観点から分類することは有益である
といえる．

In this paper, we propose a method to dynamically generating facets depending on an input query in annotated image search. In the study, facets
are viewpoints to classify images in Web image search. Facets are generated
by finding hypernyms and coordinate terms of words which characterize the
images. If a user is interested in a facet and he chooses the facet, he can browse
images classified according to the facet. In the experiment, we achieved that
the average precision of correct facets in all queries is up to 82.0% in the top 3
and is up to 75.6% in the top 5 of ranked facets.

そこで本稿では，クエリに応じてファセットを動的に抽出することで，Web 画像検索結
果を様々な観点から分類して表示する手法を提案する．本研究で抽出されるファセットは，
ファセット名とファセット値の集合から構成されるものとする．ファセット名とは画像を分
類するための観点を表す語であり，ファセット値とは分類された画像を表す語である．たと
えば，
「ディズニー」というクエリによって得られる画像集合を分類するファセットとして，
ファセット名が「キャラクター」，ファセット値が「ミッキーマウス」と「ドナルドダック」
からなるもの，またファセット名が「映画」，ファセット値が「トイストーリー」と「シン
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結果を類似画像ごとに並列に提示するシステムを考案した．本研究が分類にテキストを用い

デレラ」からなるものなどが考えられる．
ファセットによって分類するメリットはクエリに依存した複数の観点から画像を閲覧する

るのに対して，画像類似度に基づいて分類している点が根本的に異なる．Jing ら8) はすべ

ことができる点である．膨大な数の画像を閲覧する場合，従来のカテゴリによる階層的な分

ての画像検索結果を実時間でセマンティックにクラスタリングする手法を提案している．こ

類ではユーザはあらかじめ決められた順序によってファセットを選択しなければならない．

の手法ではクラスタどうしの関係は考慮されておらず，ファセットを用いて分類を行う本手

この場合，ファセットの選択は制限され，さらにファセットの数が大きくなるに従って分類

法とは異なる．

構造は複雑になってしまう．結果としてユーザの負担はより大きくなることが予想される．

ファセット検索は情報検索の様々な分野で適用されている3),4),10),11),18) ．Tunkelang 18)

ファセットの選択を自由にすることで，ユーザは興味のあるファセットから画像を絞り込む

はファセット検索においてユーザの検索意図とシステムが提示するファセットが食い違うと

ことができる．

いう問題を指摘し，ユーザの意図を考慮した，提示するファセットの組となる候補を提示す

従来のファセットを用いた分類ではあらかじめ決められたファセットに従って分類するこ

るシステムを提案した．しかし，我々の研究はファセットを生成することを目的としており，

とが多い．しかし，我々はファセットをクエリに応じて動的に抽出することでそのクエリ特

既存のファセットから候補となるファセットの組を出力するという点において，根本的に異

有のファセットを発見し，より柔軟な分類を行うことを可能とした．

なる研究であると考えられる．Li ら10) は，Wikipedia における記事のキーワード検索に対
して，ファセットナビゲーションを行うシステムが提案した．このシステムは Wikipedia 内

本研究では以下のような手順でファセットを動的に生成する．

(1)

画像の特徴を表す複数の語を抽出する．

のリンク構造とカテゴリを利用してクエリ依存のファセットを自動的に生成する．相違点と

(2)

抽出したそれぞれの語に対し，同位語と上位語の発見を行うことでファセットを生成

して，まず本研究では画像検索結果の画像集合を対象としている点があげられる．さらに，

する．

文献 10) ではファセットの生成に Wikipedia 内の既存のカテゴリ構造を利用しているため，

生成したファセット名の下位語発見を行うことで，ファセットの検証を行う．

そのような情報を持たない画像への適用は困難であると考えられる．Lim ら11) は製品の開

(3)

提案手法を用いて，アノテーション付き画像の検索結果からファセットを動的に生成し，

発者向けに製品群のオントロジを作成し，ファセット検索を行うフレームワークを提案し

ファセットによる絞り込み検索を行うことができるシステムを実装した．提案システムを用

た．このシステムでは，ファセットの生成に製品の仕様書や製造過程などを管理した大規模

いてユーザ評価を行うことで，システムの有効性を示す．

なレポジトリを必要とし，クエリに応じた動的な生成ではないという点で本研究とは異なる

本稿における我々の貢献は以下の 2 点である．

と考えられる．Dash ら4) は OLAP 上のデータに対して期待値を設定することで，発見主

• Web 検索エンジンの索引情報を利用して，高速にファセットを生成する手法を提案した．

導の興味深いファセット集合を提示するシステムを提案した．Roy ら3) は，商用データベー

• 画像閲覧に効果的なファセットを定義し，ファセットをランキングすることでより精度

ス上のファセット検索において，ユーザとのインタラクションを介して最小限のファセット
選択でデータの絞り込みを行う手法を提案した．文献 4) と 3) では，ファセットはあらかじ

の高いファセットを抽出する手法を提案し，評価を行った．
本稿の構成は以下のとおりである．2 章では関連研究について述べ，本研究と既存の研究

め与えられており，ファセットを動的に生成する本手法とは異なると考えられる．画像検索

との違いについて述べる．3 章では本研究で生成されるファセットを定義し，画像閲覧のた

の分野では，Yee ら19) は与えられた画像をそれぞれファセットに割り当てることで，複数

めの分類に効果的なファセットについて述べる．4 章ではファセット生成手法の詳細を述べ，

のファセットから画像を検索できるシステムを考案した．このシステムはインタフェースと

5 章では実験とその評価について述べる．最後に 6 章で本稿のまとめを述べる．

して Flamenco 6) を採用している．本手法がファセットをクエリに応じて動的に抽出するの
に対し，このシステムは Web 画像検索ではなくドメインが限定された画像集合内での検索

2. 関 連 研 究

であり，あらかじめ決められた静的なファセットに分類するという点で本手法とは異なる．

Web 画像検索結果の画像を分類するような研究はさかんに行われている．Ambai ら

2)

は

VisualRank 9) を改良し，画像どうしの類似度を算出した後クラスタリングを行うことで，
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分類構造を構築するにあたって，上位関係や下位関係などの，特定の関係にある語を抽出
する技術は非常に重要である．本稿では，ある語 A と特定の関係にある語を A の関連語と
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呼ぶことにする．WordNet 12) は英語の概念辞書であり，語の簡単な定義や語どうしの関係

ティティであることが望ましい．ファセット名とファセット値が上位下位関係にあることは

が記されている．しかし WordNet は人工的な辞書なので，すべての語を網羅することは不

先ほど述べたとおりである．2 つの語が同じ概念階層にあるとは，たとえば，「りんご」と

可能である．大規模なテキストコーパスやデータセットを利用して関連語を抽出する手法に

「バナナ」のような関係にあるものである．「バナナ」と「野菜」は「植物」という共通の

も様々なものがある．Hearst 7) は “such as” のような言語パターンに着目して，上位語や

上位概念を持つが，同じ概念階層にあるとはいえない．これらのファセット値が同一のファ

下位語を抽出する手法を提案した．本手法ではこの言語パターンを利用し，上位語と同位

セットに存在することは，分類を行ううえで好ましくないと考えられる．本研究では，これ

語集合のペアの抽出，また下位語の抽出を行う．これらの手法を組み合わせることで，より

らの条件を満たすファセットを生成する．

精度の高いファセットを生成する手法を提案する．Ghahramani ら

5)

はベイズ推定を用い

て，同位語を共起テーブルのような大規模データから発見する手法を提案した．ここで同
位語とは共通の上位語を持つような語である．このアルゴリズムは単純かつ高速であるが，

EachMovie や Grolier encyclopedia のような大量のデータセットを必要とする．Shinzato
ら16) は HTML 文書から同位語を発見する手法を提案した．Ohshima ら13),14) はある語の
前後に接続する 2 種類の構文パターンを用いて関連語を抽出する手法を提案した．クラス

4. クエリに応じたファセットの動的生成
本章では，Web 画像検索におけるクエリに応じて動的にファセットを生成することで，
様々な観点から画像を分類して提示する手法について述べる．

4.1 手法の概要
まず，本手法の入出力に関わる記号を定義する．Web 画像検索のためのクエリを q で表し，

属性の抽出15) に関して，Alfonseca ら1) はクラスインスタンスに関連のあるデータをグラ

検索の結果得られた画像集合を P で表す．p ∈ P に付与されている語集合を Keywords(p)

フ化し，ノードに付与された値を伝播させることで，抽出する属性の精度を向上させる手法

とし，画像に付与されている全語集合を W =



p∈P

Keywords(p) で定義する．

本手法は以下の 3 つのステップから構成されている．

を提案した．

3. 本研究におけるファセットの定義
本研究では，ファセットはファセット名とファセット値の集合から構成されるものとする．

Step 1.
Step 2.

ファセットと画像の関連付け：画像 pk ∈ P が各ファセットのファセット値

v ∈ Values(F ) に割り当てられる．つまり (v ,pk ) ∈ Values(F ) × P が得られる．

ファセット名は分類対象となるオブジェクト集合が持つ観点を表す語，ファセット値は分類
されたオブジェクトを表す語である．たとえば，イチローの画像は「性別」というファセッ

ファセットの生成：入力として q と W が与えられ，ファセット集合 F =

{F1 , F2 , . . .} が出力される．

Step 3.

ファセットのランキング：入力としてファセット集合 F が与えられ，出力とし

トでは「男」に分類されると同時に，「仕事」というファセットでは「プロ野球選手」に分

てファセットの重要度を表すスコアによって並べ変えられたファセット列が得られる．

類される．このように，ファセット名がそれぞれのファセット値の上位概念を表すファセッ

図 1 に “soccer player ” に関する画像をファセットに応じて分類した例を示す．図 1 では，

q として “soccer player ” という語，P として “soccer player ” の画像集合が与えられてい

トを生成する．
本研究で生成するファセット F を以下のように定義する．

F = (Name(F ), Values(F ))

る．まず画像に付与されている語を利用して，“country” を表す Fi と “position” を表す Fj
が得られる．次に，各ファセットごとにファセット値に画像を割り当てる．図の “Spain” と

ただし，Name(F ) は F のファセット名，Values(F ) は F のファセット値集合を表す．ま

“Italy” に関する画像のように，画像が 1 つのファセットの複数のファセット値に割り当て

た，Name(F ) と Values(F ) は以下の条件を満たす．

られる場合も存在する．この操作によって，ファセットに応じた画像の分類が実現される．

• Values(F ) に含まれるファセット値はすべてエンティティである．

4.2 ファセットの生成

• すべての v ∈ Values(F ) において，Name(F ) と v は上位下位関係にある．

ファセットの生成を行う手順は以下のとおりである．

• Values(F ) に含まれる任意のファセット値は同じ概念階層に存在する．
まず，ファセット値は分類された画像を表す語であるので，概念的なものではなくエン
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(1)

ファセット値候補の抽出：W からファセット値候補となる語集合 T を抽出する．本
研究では，ファセット値は画像の特徴を表すような語であるとする．そこで，画像の
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においてまず同位語集合を発見し，その同位語集合を用いて共通の上位語を求めるという
プロセスを行っていた．しかしこの手法は，同位語の発見と上位語の発見を独立に行うこ
とで，同位語集合に異なる文脈のものが混ざりやすくなり，ファセット生成の精度が低下す
るという問題がある．たとえば “apple” という語の同位語を考える．“company” という上
位語を文脈に考えれば，同位語として “Microsoft” や “Google” などの語が考えられるが，

“fruits” という上位語を文脈とすると “orange” や “banana” といった語があげられる．も
し同位語集合にこれらの語が混在すると，共通の上位語を求めることは非常に困難である．
また発見した同位語集合から共通の上位語を求めるプロセスは多大な時間を費やし，実時間
で処理することが求められる Web 画像検索には不向きである．
そこで本研究では，単独の言語パターンから同位語と上位語を同時に発見し，異なる文脈
に考慮したファセット生成手法を提案する．“such as” という言語パターンに着目すること
で，ファセットを生成する手法を述べる．

t ∈ T からファセットを生成する手順は以下のとおりである．
(1)

Web 検索エンジンを用いて， “such as t”  というクエリで検索を行う．ここで，
“A” は A におけるフレーズ検索を表す．

図 1 “soccer player ” に関する画像をファセット分類した例
Fig. 1 An example of facet classiﬁcation in images of “soccer player ”.

(2)
(3)

(2)
(3)

(4)

同位語・上位語の発見：ファセット値候補となる t ∈ T の上位語と同位語を発見する
ことで，t に対応するファセット集合 Ft を生成する．
ファセットの妥当性検証：Ft に含まれるそれぞれのファセットに対して，ファセッ
ト名の下位語発見を行い，ファセットの妥当性を判定する．不適だと判断されたファ
セットは Ft から除かれる．

各文に対し，“such as t” の前に現れる上位語，後に現れる同位語をそれぞれ抽出し，
上位語と同位語集合の組を作る．

周辺テキストに現れる名詞や画像に人手で与えられたメタデータに現れる名詞をファ
セット値の候補として，T を抽出する．

検索結果のタイトルとスニペットから “such as t” というパターンを含んだ文を抽出
する．

すべての組に対し，共通の上位語を持つ組はその同位語集合をまとめて，1 つの組と
する．

(5)

それぞれの組に対して，同位語集合に t 自身を加えたものがファセットである．t の
上位語がファセット名であり，t の同位語と t 自身がファセット値にあたる．

図 2 は，t が “the Eiﬀel Tower ” である場合のファセットを生成する過程を表している．
まず，( 1 ) と ( 2 ) で “such as the Eiﬀel Tower ” という表現を含む文を取得する．もし，

このように，ファセットの生成は主に同位語・上位語の発見とファセットの妥当性検証と

“tourist spots such as the Eiﬀel Tower, the Arc de Triomphe and the Louvre Museum”

いう 2 つのフェーズにより成り立っている．ここからは同位語・上位語の発見とファセット

という表現が得られた場合，“tourist spots” は “the Eiﬀel Tower ” の上位語であり，“the

の妥当性検証について詳しく述べていくこととする．

Arc de Triomphe” と “the Louvre Museum” は “the Eiﬀel Tower ” の同位語である．そこ

4.2.1 同位語・上位語の発見

で，( 3 ) では取得した文から上位語と同位語集合の組を抽出する．このように，1 つの表現

ファセット値候補となる t ∈ T に対して，同位語と上位語の発見を行い，ファセット集

から上位語と同位語集合の組を発見することで，それらは同一の文脈であることが保証され

合 Ft を生成する手法について述べる．Ohshima らの研究13),14),20) では，ファセット生成

る．( 4 ) では，抽出した複数の組が共通の上位語を持っていれば，それらの組は同一の文脈
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後者では “World ” が上位語として誤って抽出されてしまう．また形態素解析を用いて修飾
句を無視するようにしたとしても，後者からは上位語が正しく抽出できるが，前者からは

“crimes” という語が誤って抽出されてしまう．このように，言語パターンを用いて上位語
を確実に発見することは困難である．
そこで，Ft に含まれるすべてのファセットに対し，ファセット名の下位語発見を行い，
ファセットの妥当性を検証する．もしファセットが同位語・上位語発見によって正しく生成
されたのであれば，ファセット名の下位語が t の同位語集合に含まれることが期待される．

Ft に含まれるファセット F の妥当性を検証する手順は以下のとおりである．
(1)

Name(F ) と Web 画像検索のクエリ q を用いて，“Name(F )such as  ∧ q という

(2)

検索結果のタイトルとスニペットから “Name(F ) such as” というパターンを含んだ

クエリを生成し，Web 検索を行う．
文を抽出する．

(3)
(4)

各文に対し，“Name(F ) such as” の後に並列して現れる下位語集合を抽出する．
下位語集合と Values(F ) に共通部分があれば，F はファセットとして妥当であると
判断する．この場合，Values(F ) に下位語集合の要素を加える．

(5)

( 3 ) と ( 4 ) を抽出したすべての文に対して行う．もしどの文に対しても，F が妥当
であると認められない場合，Ft から F を取り除く．

q が “France”，ファセット F が Name(F ) = “tourist spots”，Values(F ) =（“the Arc
図 2 “the Eiﬀel Tower ” に対するファセット生成の例
Fig. 2 An example of the process of generating facets from “the Eiﬀel Tower ”.

de Triomphe”,“the Eiﬀel Tower ”）の場合に，F の妥当性を判定する過程を図 3 に示す．
( 1 ) から ( 3 ) では，“tourist spots such as” という言語パターンを含む表現を Web 検索エ
ンジンから取得し，下位語発見を行う．このとき，下位語発見のクエリに q を用いることは

であると見なすことができる．そこで，それらをまとめて，共通の上位語とそれぞれの同位

きわめて重要である． “tourist spots such as”  というクエリで検索して得られた下位語

語集合を統合したもので構成された新たな組を作成する．最後に，( 5 ) では生成された組の

には，画像集合とは無関係な語を含む恐れがある．たとえば，“tourist spots” の下位語に

同位語集合に “the Eiﬀel Tower ” をそれぞれ加える．

は “Kyoto” や “the Great Wall ” が含まれる場合がある．しかし，それらは “France” と

このようにして，t に対応するファセットが複数生成され，ファセット集合 Ft が得られる．

は無関係であり，ファセットの妥当性検証にはふさわしいとはいえない．下位語発見のため

4.2.2 ファセットの妥当性検証

のクエリを “tourist spots such as  ∧ France と修正することで，画像集合と関連のある

言語パターンを用いて t の同位語と上位語を発見することでファセット集合 Ft が得ら

下位語を発見することができる．下位語集合の抽出では，“tourist spots such as” という

れた．しかし，その中のすべてのファセットが必ずしも上位下位関係をなしているとは限

言語パターンを含む表現の直後に注目する．“tourist spots such as the Arc de Triomphe

らない．たとえば，“crimes in the tourist spots such as the Eiﬀel Tower,...” と “tourist

and the Louvre Museum” という表現が得られた場合，“the Arc de Triomphe” と “the

spots in the World such as the Eiﬀel Tower,...” という 2 つの表現が与えられたとする．

Louvre Museum” は “tourist spots” の下位語である．ここから下位語集合である（“the

前者の表現では，“the Eiﬀel Tower ” の上位語として “tourist spots” が正しく得られるが，

Arc de Triomphe”,“the Louvre Museum”）が得られる．( 4 ) では，抽出された下位語集合
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を関連付ける．たとえば，v が cheese で Keywords(pj ) に mozzarella cheese が含まれる
場合，cheese は mozzarella cheese の上位概念にあたり，v と pj を関連付ける．

4.4 ファセットのランキング
本節では画像の閲覧に効果的なファセットのランキングを行う．画像の閲覧に効果的な
ファセットの要素として以下の 3 つが考えられる．

• ファセットの確からしさ：ファセットを構成する語の概念階層の正しさ，つまりファ
セット名とファセット値が正しく上位下位関係をなす度合いとする．ファセット Fi の
確からしさを以下の式で定義する．



Certainty(Fi ) = freq(Name(Fi )) ·

cooccur(Name(Fi ), v)

v∈Values(Fi )

freq(Name(Fi )) はファセットの生成と検証を通じて，“Name(Fi ) such as” というパ
ターンを含む表現が出現した回数を表す．cooccur(Name(Fi ),v ) は “Name(Fi ) such

as” というパターンを含む表現に，Name(Fi ) とそのファセット値 v が共起した回数を

Fig. 3

表す．freq(Name(Fi )) が高いことは，Name(Fi ) がファセット値の上位語として頻繁



図 3 ファセット検証の例
An example of the validation process of facets.

に出現していることを意味する．また，

cooccur(Name(Fi ), v ) が高いことは，多く

のファセット値が Name(Fi ) の下位語として頻繁に出現していることを意味している．
と Values(F ) を比較することで，ファセットの妥当性を検証する．( 3 ) で得られた下位語集

よって，Certainty(Fi ) はファセット名とファセット値が正しく上位下位関係をなす度

合と Values(F ) にはともに “the Arc de Triomphe” が含まれる．よって，“tourist spots”

合いを表しているといえる．

と “the Arc de Triomphe”，“the Eiﬀel Tower ” は正しく上位下位関係をなしていると考

• ファセットと分類する画像集合の関連度：生成したファセットと Web 画像検索によっ

えられ，F はファセットとして妥当であると判定する．またこのとき，この下位語集合と

て得られた画像集合の関連性を表す尺度である．本研究では，生成したファセット Fi

Values(F ) は同じ概念階層に存在する同位語であると考えられる．そこで，Values(F ) に下

と画像集合 P の関連度をファセット名 Name(Fi ) と Web 画像検索のクエリ q の共起

位語集合の要素を加える．最終的には，Name(F ) = “tourist spots”，Values(F ) =（“the

を用いて表す．Fi と P の関連度 Rel(F,P) を以下の式で定義する．

Arc de Triomphe”,“the Eiﬀel Tower ”,“the Louvre Museum”）である F が生成される．
このようにして，妥当であると判断されたファセットのみからなるファセット集合 Ft が
得られる．これをすべての t ∈ T について行い，全ファセット集合 F =



t∈T

Ft が得ら

索結果ページ数を表す．Name(Fi ) と q の関連性が強ければ，HitCount(Name(Fi ), q)
の値は大きくなると考えられる．

れる．

4.3 ファセットと画像の関連付け

• ファセット値の数：ファセット値の数が多ければ，ユーザは選択したファセットにおい

生成されたファセット Fi ∈ F と画像 pj ∈ P の関連付けを行う手法について述べる．pj
の関連付けに対し，pj に付与されているキーワード集合 Keywords(pj ) を用いる．これは

Keywords(pj ) には pj の特徴を表す語が含まれているからである．そこで，ファセット値
v ∈ Values(F ) を表す概念が，w ∈ Keywords(pj ) を表す概念を含んでいる場合に v と pj

情報処理学会論文誌

Rel(Fi , P ) = HitCount(Name(Fi ), q)
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てより多くの種類の画像集合と比較することができる．Values(F ) の数を |Values(Fi )|
で表す．
本研究では，画像閲覧に効果的なファセットを表すスコアを以下の式で計算する．

Score(Fi ) = |Values(Fi )| · Φ(Certainty(Fi )) · Ψ(Rel(Fi , P ))
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表 1 カテゴリごとのクエリ一覧
Table 1 Queries of each category.

端的に述べると，Score(Fi ) は |Values(Fi )| と Certainty(Fi )，Rel(Fi ,P ) の積である．し
かし，|Values(Fi )| がたかだか数十であるのに対し，Certainty(Fi ) と Rel(Fi ,P ) の値は場
合によっては数千から数万にも及ぶ．Certainty(Fi ) と Rel(Fi ,P ) は，|Values(Fi )| と数の

categories

規模が大きく異なるため，2 つのスケーリング関数，Φ(Certainty(Fi )) と Ψ(Rel(Fi , P )) を

regions

導入する．これらの関数を適切に決定することで，画像閲覧に効果的なファセットのスコア

events

をより高くするように調整する．すべてのファセット Fi ∈ F に対しスコアを計算し，降順

people

に並べ変えたファセット列が出力となる．

5. 実

phenomena

験
features

5.1 実 験 設 定
本章では，ファセット生成の精度を測る実験とユーザスタディによる実験を行う．まず，
ファセットを生成するための設定について説明する．今回は，画像の特徴を表すタグが十分
付与されている Flickr 1 で検索できる画像を対象とした．“Relevant order” の検索結果に

foods
company

おける上位 100 枚の画像とタグを収集した．各画像 pj に対し，SStagger 17) を用いてタグ

animals
transportation

の中から名詞または名詞と推定されるもののみを抽出し，Keywords(pj ) を構成した．すべ

sports

ての pj に対する Keywords(pj ) を集約し，頻度の高い上位 50 語からなる語集合を T とし

queries
Barcelona, New York, Roma, Shanghai, Berlin
Hawaii, Sydney, Buenos Aires, Moscow, Cape Town
Halloween, Easter, Encierro, Olympic, World Cup, Nobel Prize
Academy Award, Mother’s Day, Independence Day, Christmas
Michael Jackson, John Lennon, Picasso, George Lucas, Gandhi
Leonardo Dicaprio, Napoleon, Barack Obama, Bill Gates, Ichiro
hurricane, tsunami, eruption, aurora, shooting star
lightning, snow, rainbow, mirage, earthquake
the Eiﬀel Tower, Sagrada Familia, Angkor Wat, the Danube, Ayers Rock
the Arc de Triomphe, Alps, the Sahara, the Great Wall, Statue of Liberty
Spanish foods, Chinese foods, Turkish foods, French foods, Japanese foods
Italian foods, Indian foods, Mexican foods, Korean foods, Thai foods
Microsoft, Google, Disney, Toyota, Louis Vuitton
Adidas, Nintendo, Ikea, Telefonica, General Electric
rabbit, dog, zebra, tiger, bear, panda, chick, dolphin, bee, kangaroo
car, yacht, plane, taxi, subway, balloon, train, sledge, hovercraft, helicopter
baseball, soccer, ski, tennis, synchronized swimming
ﬁgure skating, badminton, dance, triathlon, basketball

た．ファセットの生成・検証の際に用いられる表現は Yahoo! Search BOSS API 2 によっ
て返される検索結果の上位 50 件のタイトルとスニペットを対象とした．

本実験では，Φ と Ψ がそれぞれ線形関数または自然対数関数の場合について評価を行う．

5.2 ファセット生成の精度を測る実験

つまり，4 パターンのランキングファセットについてそれぞれ評価を行った．線形関数と自

ファセット生成の精度を評価する実験を行った．ランキングされたファセットの上位 k 個

然対数関数はそれぞれ以下の式で表される．

のうち，正解ファセットの数を人手で評価した．あるファセット F を正解であると判断す

Φ(x), Ψ(x) = αx

るのは以下の基準を両方満たす場合である．

Φ(x), Ψ(x) = ln x

• Name(F ) が Web 画像検索のクエリ q と強い関連を持ち，かつ上位下位関係や同位関

ここで，α は任意の正の数である．Score(Fi ) は基本的に Certainty(Fi )，Rel(Fi ,P )，

|Values(Fi )| の積によって計算される．α > 0 であれば α がいかなる値をとっても Score(Fi )

係にない．

• Name(F ) と Values(F ) の少なくとも 1 つが上位下位関係となっている．

によるランキングの順序は不変である．本実験では，α =

1
1000

として実験を行った．

また，上位 k 件の正解ファセットに対し，正解ファセット値が含まれる割合を評価した．た

クエリに関しては，Web 画像検索に用いられる 10 つのカテゴリを選択し，それぞれのカ

だし，ファセット値 v ∈ Values(F ) が正解であるとは，正解ファセット F に対し，Name(F )

テゴリについて 10 クエリを選択した．表 1 にカテゴリごとのすべてのクエリを示す．表 2

と v が上位下位関係となっていることを意味する．

は上位 3 個と 5 個に含まれる正解ファセットの割合，表 3 は上位 3 個と 5 個に含まれる
正解ファセットに対し，正解ファセット値が含まれる割合を示している．表 2 と表 3 中の

1 http://www.ﬂickr.com/
2 http://developer.yahoo.com/search/boss/

情報処理学会論文誌

Vol. 52

No. 12

3483–3495 (Dec. 2011)

Linear は線形関数，ln は自然対数関数を表している．表 2 より，4 種類のすべてのランキ
ングファセットにおいて，正解ファセットの平均の割合が，上位 3 個では 71.7%，上位 5 件
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表 2 上位 k 件に含まれる正解ファセットの割合
Table 2 Percentage of correct facets in top k .

@3
Φ
Ψ
regions
events
people
phenomena
animals
foods
companies
transportation
features
sports
average

ln
ln
70.0%
76.7%
93.3%
86.7%
86.7%
90.0%
83.3%
83.3%
76.7%
73.3%
82.0%

ln
Linear
36.7%
73.3%
90.0%
80.0%
76.7%
93.3%
73.3%
63.3%
66.7%
63.3%
71.7%

表 4 Φ と Ψ が自然対数関数の場合における “Disney” の上位 5 件のファセット
Table 4 Top 5 facets in the query “Disney” using natural logarithmic functions as Φ and Ψ.
√
√
√
√

@5
Linear
ln
53.3%
80.0%
90.0%
93.3%
83.3%
93.3%
76.7%
86.7%
90.0%
66.7%
81.3%

Linear
Linear
36.7%
73.3%
96.6%
90.0%
86.7%
96.6%
76.7%
80.0%
66.7%
63.3%
76.7%

ln
ln
66.0%
74.0%
84.0%
86.0%
78.0%
92.0%
76.0%
72.0%
66.0%
62.0%
75.6%

ln
Linear
42.0%
60.0%
64.0%
70.0%
62.0%
88.0%
72.0%
52.0%
52.0%
60.0%
62.2%

Linear
ln
58.0%
72.0%
84.0%
84.0%
72.0%
96.0%
74.0%
72.0%
74.0%
62.0%
74.8%

Linear
Linear
44.0%
66.0%
74.0%
80.0%
70.0%
94.0%
68.0%
66.0%
52.0%
62.0%
67.6%

表 3 上位 k 件の正解ファセットに含まれる正解ファセット値の割合
Table 3 Percentage of correct facet values included in correct facets in top k .

@3
Φ
Ψ
regions
events
people
phenomena
animals
foods
companies
transportation
features
sports
average

ln
ln
69.6%
82.2%
85.8%
81.1%
79.3%
87.0%
75.2%
85.3%
85.6%
77.0%
81.0%

ln
Linear
65.5%
82.3%
79.2%
81.4%
80.4%
86.3%
73.9%
87.9%
85.4%
70.5%
80.0%

destinations
places
Florida
Magic Kingdom
beauty
Mickey Mouse
caribbean
Walt Disney World Resort
Epcot
kingdom
ファセット値
Minnie Mouse
cruises
Disney Land
Mgm Studios
Dumbo
Winnie the Pooh
Orlando
Animal Kingdom
Snow White
ski
ファセット名

theme parks

Linear
Linear
72.5%
83.9%
84.2%
80.4%
77.6%
85.2%
75.6%
89.3%
86.2%
77.3%
81.6%

ln
ln
70.4%
80.1%
84.0%
78.5%
77.1%
84.7%
74.6%
82.3%
81.6%
75.3%
79.0%

ln
Linear
69.0%
79.8%
80.9%
78.0%
76.9%
83.0%
74.1%
83.8%
86.1%
74.9%
78.7%

Linear
ln
69.7%
82.9%
83.3%
79.2%
78.8%
85.1%
77.1%
84.4%
84.6%
80.2%
80.8%

ファセット名

ファセット値

Linear
Linear
73.5%
83.3%
83.1%
76.5%
76.1%
85.4%
74.0%
84.4%
86.3%
75.0%
79.7%

では 62.2%以上となっている．

classics

表 5 Φ と Ψ が自然対数関数の場合における “Japanese foods” の上位 5 件のファセット
Table 5 Top 5 facets in the query “Japanese foods” using natural logarithmic functions as Φ and
Ψ.
√
√
√
√
√

@5
Linear
ln
76.0%
83.6%
84.4%
80.1%
83.0%
86.2%
75.8%
87.5%
86.5%
80.9%
82.6%

characters

dishes
tempura
sushi
sashimi
soup
salad
vegetables
meat
ﬁsh

countries

vegetables

ﬁsh

meat

Canada
Japan
Malaysia
China

cucumber
carrot
onions

salmon
tuna
mackerel

chicken
pork
beaf

表 6 Φ と Ψ が自然対数関数の場合における “Barack Obama” の上位 5 件のファセット
Table 6 Top 5 facets in the query “Barack Obama” using natural logarithmic functions as Φ and
Ψ.
√
√
√
ファセット名

ファセット値

states
Illinois
California
Texas
New York
Michigan

issues
politics
taxes
energy
health care
Afghanistan

cities

ﬁgures

countries

Washington
New York
Chicago

president obama
us
celebrities

USA
UK
Europe

数関数を用いた手法の方が良い精度が出たのではないかと考えられる．表 3 において，Φ

上位 3 件と 5 件ともに，Ψ に自然対数関数を用いた場合に結果が最も良かった．ファセッ

と Ψ を変えても正解ファセット値の平均の割合に顕著な違いは見られなかった．

トと分類する画像集合の関連度は Web 検索結果のページ数で表現されており，その値の規

表 4，表 5，表 6，表 7 は 4 つのクエリに対して，抽出したファセットの例を示してお

模は大きい場合で数十万にも及ぶ．これはファセットの確からしさの値やファセット値の数

り，表 8，表 9，表 10，表 11 はそれぞれのクエリの，正解ファセットに対応する正解ファ

に比べ，断然大きな値をとりうる．そのため，全体のスコアに与える影響を軽減する自然対

セット値とその画像を示している．表 4 から表 7 におけるチェックマークは，そのファセッ
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表 7 Φ と Ψ が自然対数関数の場合における “tennis” の上位 5 件のファセット
Table 7 Top 5 facets in the query “tennis” using natural logarithmic functions as Φ and Ψ.
√
√
√
ファセット名

ファセット値

equipment
balls
rackets
grips
sports
squash
wilson

items

brands

countries

groups

toys
games
shoes
tennis courts
racket

prince
wilson
nike
adidas
head

USA
Sweden
China
Europe

bridge
table tennis
art
girls

表8

“Disney” の正解ファセットにおける
正解ファセット値と対応する画像
Table 8 Correct facet values and images in
correct facets of “Disney”.
ファセット名

ファセット値と対応する画像

表9

“Japanese foods” の正解ファセットにおける
正解ファセット値と対応する画像
Table 9 Correct facet values and images in
correct facets of “Japanese foods”.
ファセット名

ファセット値と対応する画像

tempura
578624607-18244673@N00

Magic Kingdom
sushi

5223631742-56506131@N02

theme parks

Epcot

7272331-51035735481@N01

dishes

sashimi
12762879-21528622@N00

412062912-7227284@N04
soup
497650866-18154735@N00

Mgm Studios

トが正解であると判断されたことを示す．画像は FlickrAPI で取得できるもののうち，ラ

2235670809-9053157@N02

イセンスが “All rights reserved” となっているもの以外の画像を掲載している．画像下部

salad
39347256-10559879@N00

Animal Kingdom
Canada

には画像 ID と投稿者 ID を “（画像 ID），（投稿者 ID）” という形式で表示している．

3445966861-10374366@N03

全体的に，ファセット値に固有名詞を持つファセットが多く生成された．たとえば，多く

2729206637-32398343@N00
Japan

Mickey Mouse

のクエリでファセット名が “countries” となるファセットが生成された．その理由として，

2231477297-23322134@N02

Malaysia

Flickr の画像には写真が多く存在し，ほとんどの写真にタグとして，撮影された場所が含ま
characters

れているからではないかと考えられる．

2758875651-8071066@N04
Minnie Mouse
China
7322696-84165982@N00

2230081409-8524058@N08

表 12 は Φ と Ψ が自然対数関数の場合に，“John Lennon” における上位 5 件のファセッ

cucumber

トを表したものである．“John Lennon” は歌手なので，“songs” や “instruments” のファ

Winnie the Pooh

24693063-49503124519@N01
4032494023-27437424@N02

セットはクエリ特有のファセットが得られているといえる．“stars” ファセットは誤って生

vegetables
Florida
destinations

onions
1145044272-55421902@N00

2883319-19269541@N00

セット値候補からあらかじめ除いておくことが考えられる．ファセット値に “New York ” や

salmon

32158936-67093783@N00

る手法についても検討する必要がある．“Barack Obama” では興味深いファセットが得ら

ファセットの正しさという意味では，ファセット値にエンティティでないものが含まれてい
るので不適切である．しかし，画像が特定のエンティティを表す場合でなくても分類として
はうまくいっているという点は非常に興味深い．

fish

tuna
39347286-10559879@N00

Walt Disney
World Resort

れた．そのファセットはファセット名が “issues” で，ファセット名に “politics”，“taxes”，
リカがかかえる問題であり，“Barack Obama” が演説を行っている写真が分類されていた．

8664006-35034346243@N01

Orlando

“New York City” などのいい換え表現が重複して現れているので，いい換え表現を検出す

“energy”，“iraq”，“afghanistan”，“health care” を持つ．ファセット値に現れる語はアメ

carrot
124482297-52697385@N00

成されたファセットである．これは “John Lennon” の画像に “Paul McCartney” のタグ
が付与されており，そこからファセットが生成されたためである．クエリの同位語はファ

351522816-59576930@N00

countries

mackerel
5029046216-66478195@N00

places

23989646-44124469976@N01
chicken

Disney Land

5516708556-65428595@N00
2745807477-86896368@N00

meat

pork
2982004968-68743756@N00
beaf
4613687083-33062345@N08

情報処理学会論文誌

Vol. 52

No. 12

3483–3495 (Dec. 2011)

c 2011 Information Processing Society of Japan


3492

アノテーション付き画像データベース検索におけるファセットの動的生成手法

表 10 “Barack Obama” の正解ファセットにおける
正解ファセット値と対応する画像
Table 10 Correct facet values and images in
correct facets of “Barack Obama”.
ファセット名

ファセット値と対応する画像

表 11

“tennis” の正解ファセットにおける
正解ファセット値と対応する画像
Table 11 Correct facet values and images in
correct facets of “tennis”.
ファセット名

Illinois

ファセット値と対応する画像

balls
2284681757-84992687@N00
5471225611-31776130@N00
equipment

California

Φ と Ψ が自然対数関数の場合における
“John Lennon” の上位 5 件のファセット
Table 12 Top 5 facets in the query “John Lennon” using natural logarithmic functions as Φ and Ψ.
facet name

cities
countries
songs
stars
instruments
Prague
Czech Republic
Imagine
Mick Jagger
guitar
New York
Japan
facet value New York City
Give
Michael
piano
France
Give peace a chance Paul McCartney
drums
York
Peru
Berlin
Canada

rackets
41345026-40806231@N00

2235414319-90221877@N00

states

表 12

grips

Texas

537968733-90432677@N00

2280529933-97644214@N00
prince
New York

393272932-73129239@N00
2480732093-17158481@N00
wilson

Michigan

2346748544-66653012@N00
4569919774-37771908@N04

brands

nike
41189343-87284921@N00

Washington
adidas
2480732093-17158481@N00
5049345121-35301442@N07
cities

New York
head
2480732093-17158481@N00
2837297590-24489124@N06

図 4 提案システムの実行例
Fig. 4 The screen shot of the proposed system.

Chicago
USA

3004371891-77321705@N00

160514707-70323761@N00
USA

countries

Sweden

2259451746-28267496@N00

countries

517683503-23701821@N00
UK

生成されたファセットがパネル B に提示される．ユーザは興味のあるファセットとファセッ
ト値を選択することで，分類された画像集合を見ることができる．この例では，“Danube”

China
1218476612-33524327@N00

まず，図 4 に実装したシステムを示す．本システムでは，ユーザが検索したい画像に関す
るクエリを入力すると，画像検索の結果がパネル A に提示されると同時に，検索画像から

269079609-78174327@N00

というクエリで画像を検索し，ファセット名 “countries”，ファセット値 “Germany” で絞
り込みを行った状態を表している．実際にはパネル A に絞り込んだ画像が表示されている

5.3 ユーザ評価による実験

が，今回は著作権の都合上，画像の掲載は差し控えさせていただく．

ここでは，提案手法を用いたシステムの有効性を確かめるために，ユーザ評価による実験

情報処理学会論文誌

本システムはユーザが画像を検索する意図は明確にあるけれども，テキストをクエリとす
る画像検索（TBIR）では適切なクエリを考えることができず，最終的に曖昧なクエリで検

を行う．
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表 13 ユーザ評価におけるタスクの一覧
Table 13 List of two types of tasks.

索を行うような場合に有効に働くと考えられる．

1 章で用いた例では，ユーザは曖昧なクエリによって得られた検索画像集合から本当に求

「雲の間から雷が光っている」画像を 5 枚選んでください．

めている画像を探しているが，その作業は面倒であり，見つけることができたとしても本当

外国人のあなたは和食に興味を持っていますが，名前はあまりわかりません．
「日本特有の衣の薄い揚げ物」が写っている画像を 5 枚選んでください．

に求めている画像なのか自信がないという場合も考えられる．その結果，即座に画像を見つ

「そりを使って運動」をしている画像を 5 枚選んでください．
旅行でケープタウンに行きたいと思います．「自然が豊かな」画像を 5 枚選んでください．

けることは容易ではない．

旅行で万里の長城に行きたいと思います．「同一の地域から撮られた万里の長城」が写っている画像を 5 枚選んでください．

本実験では，提案手法を用いたファセットによる画像の絞り込みを行うことができるシス

タスク A

ディズニーのファンサイトに載せる画像を探しています．「複数のキャラクター」が写っている画像を 5 枚選んでください．
「バスケットボールのゴールの輪っか」が写っている画像を 5 枚選んでください．
ハロウィンに初めて参加するあなたは雰囲気を知るため，画像検索を行いました．

テム（提案システム）とファセットを提示しないシステム（ベースラインシステム）を被験

「暗闇の中にあるかぼちゃ」の画像を 5 枚選んでください．

者に使ってもらい，比較することで以下の 3 点を検証する．

(1)

レオナルド・ディカプリオのファンサイトに載せる画像を探しています．
「公式な場で撮られたディカプリオ」が写っている画像を 5 枚選んでください．

容易に画像を見つけることができるか．

(2)

自信を持って画像を選択できるか．

(3)

即座に画像を見つけることができるか．

「顔の怖そうな犬」が写っている画像を 5 枚選んでください．
旅行で CapeTown に行きたいと思います．参考になりそうな画像を 5 枚選んでください．
プレゼンテーションで使うそりに関する画像を探しています．参考になりそうな画像を 5 枚選んでください．
あなたはハロウィンに初めて参加するため，どんな雰囲気かわかりません．参考になりそうな画像を 5 枚選んでください．
レオナルド・ディカプリオのファンサイトに載せる画像を探しています．参考になりそうな画像を 5 枚選んでください．
外国人のあなたは和食に興味を持っていますが，名前はあまりわかりません．今度初めて日本で和食を食べることになりました．

被験者には提示された 100 枚の画像集合から，それぞれのタスクにふさわしい画像を 5
枚選択してもらう．各タスク終了後にアンケートに協力してもらい，( 1 ) と ( 2 ) を 5 段階
のリッカード尺度で回答してもらった．また，タスク実行の所要時間を測り，( 3 ) を判断す

参考になりそうな画像を 5 枚選んでください．

タスク B

怖そうな雷の画像を探しています．参考になりそうな画像を 5 枚選んでください．
犬を飼いたいと思います．参考になりそうな画像を 5 枚選んでください．
旅行で万里の長城に行きたいと思います．参考になりそうな画像を 5 枚選んでください．
ディズニーのファンサイトに載せる画像を探しています．参考になりそうな画像を 5 枚選んでください．

るための尺度として用いた．100 枚の画像は本章で Flickr から述べた方法で収集し，画像

プレゼンテーションで使うバスケットボールに関する画像を探しています．参考になりそうな画像を 5 枚選んでください．

閲覧の際には両システムともに画像に付与されたタグを見ることができる．
表 13 に本実験で用いるタスクの一覧を示す．本実験では 2 種類のタスクを用意した．1
つ目はユーザの画像検索の意図が明確になっている場合を想定したタスクである．たとえ

表 14 アンケート結果の平均
Table 14 Average of the questionnaire result.
質問項目

タスク

提案システム

ベースラインシステム

1. 容易に画像を見つけることができたか

タスク A
タスク B

2. 自信を持って画像を選択できたか

タスク A
タスク B

4.27
3.87
4.2
3.87

3.23
3.17
3.63
3.4

ば，「雲の間から雷が光っている」ような画像を見つけるタスクはその意図を適切にクエリ
にすることができずに，雷の画像の中から欲しい画像を探すことを想定している．2 つ目は
ユーザの画像検索の意図が曖昧な場合を想定したタスクである．たとえば，「旅行で Cape

Town に行く」のに参考になりそうな画像を見つけるタスクは，まだどのような画像を見つ
ければよいか把握してできていない状態を想定している．ファセットの生成実験で使用した

10 のカテゴリからそれぞれ 1 クエリずつ選択し，そのクエリに関するタスクを 2 種類ずつ，

表 14 に ( 1 ) と ( 2 ) のアンケート結果を示す．表の数字は全被験者に対しての 1 タスク

計 20 のタスクを用意した．以後は，1 種類目のタスクをタスク A，2 種類目のタスクをタ

あたりのリッカード尺度の値を表している．どちらの質問項目に対してもタスクの種類を問

スク B と呼ぶこととする．

わず，提案システムの方が高い値を示していることが分かる．これはユーザが明確な検索意

6 名の被験者に協力してもらい，実験を行った．被験者はみな大学生であり，画像検索は

図を持っていなくても，曖昧なクエリによる検索ではファセットによる絞り込みを行うこと

日常的に使っている．各被験者はタスク A とタスク B をそれぞれ 10 ずつ，計 20 のタスク

で，欲しい画像を容易に，自信を持って選択できるということを示唆している．特に質問項

を行った．また，各被験者は 20 のタスクを，提案システムとベースラインシステムを用い

目 ( 1 ) のタスク A に関しては，リッカード尺度において 1 以上の差があり，本手法の有用

てそれぞれ 10 タスクずつ行った．タスク実行の順序が実験結果に与える影響を考慮して，

性が表されているといえる．

6 名の被験者を 2 グループに分けて実験を行った．
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表 15 タスクの所要時間の平均（秒）
Table 15 Average of time (second).
タスク

提案システム

ベースラインシステム

タスク A
タスク B

74.0
107.6

104.9
107.4

関しては提案手法の方が平均で約 30 秒早くタスクを実行できていることが分かる．しかし，
タスク B に関しては提案システムとベースラインシステムの間で顕著な違いは見られなかっ
た．これはユーザが画像を検索する明確な意図を持っていない状態では，まずどのような画
像を求めているのかを画像集合全体を見て判断するため，ファセットによる絞り込みの効果
が半減してしまっているのではないかと予想される．また欲しい画像を明確にするために，
画像を絞り込んでいく過程ではファセットが有効であると考えられる．しかし，本手法では
抽出したファセット間の関連を考慮していないため，複数のファセットによる絞り込みが有
効に働いていなかったこともタスク B では時間がかかった原因の 1 つだと考えられる．

6. ま と め
本稿では，アノテーション付き画像データベース検索において，クエリに応じてファセッ
トを動的に抽出することで検索結果をある観点から分類して表示する手法を提案した．ま
ず，画像の特徴を表す語をファセット値候補として抽出した．次に，それぞれのファセット
値候補に対して，同一の表現から上位語と同位語の発見を行うことで，ファセットを生成
した．また，生成したファセットに対して，ファセット名の下位語発見を行うことで，ファ
セットの妥当性を判定した．最後に，妥当なファセットに関して，画像閲覧に効果的だと思
われる順にランキングを行った．実験では上位 3 位における全クエリの平均適合率は最高

82.0%，上位 5 位では 75.6%という結果が得られた．今後はより高精度のファセット生成手
法と，画像の分類に効果的なファセットの条件について詳細に考えていく予定である．
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