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1. 1. 1. 1. はじめにはじめにはじめにはじめに    
Web上には，様々なWebページの一部として大量の画像

が公開されている．近年，これらの画像を，Webページと同
様，キーワードで検索したいという要求が高まってきている．
従来の画像検索では，画像の物理的特徴量（色や形状など）
や内容記述に基づいて，特定の中身を持つ画像を検索するこ
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とが行われていた．しかし，不特定多数の画像を対象とする
Webの画像検索では，個々の画像を特定する的確なキーワー
ドを指定することは困難である．一方，これらの画像はWeb
ページの一部として使われており，画像の使用箇所の周辺を
見れば，各画像がどの様な目的や話題で用いられているのか
が分かる．我々は，この様な情報を画像の文脈情報画像の文脈情報画像の文脈情報画像の文脈情報（以下、
単に文脈）と呼ぶ．画像の文脈は，画像の周辺に存在するコ
ンテンツ集合（単語や他の画像集合）によって表され，その
画像が Web 上でどの様なコンテンツと一緒に使われている
かを示している．文脈情報を手がかりに画像を検索すること
ができるようになれば，画像の中身を正確に知らなくても，
その画像が使われている Web ページの内容や画像に関連付
けられた話題から所望の画像を特定することが可能になる． 
本論文では，画像の文脈の基本概念を説明するとともに，

画像の文脈を Web から抽出する方法，および抽出結果を可
視化する方法について述べる．また，文脈の類似性の評価に
基づき，類似した文脈で使われている画像を検索する方法に
ついても述べる． 
 
2.2.2.2.    画像の文脈情報画像の文脈情報画像の文脈情報画像の文脈情報    
画像の文脈は，Web上で画像の周辺に存在するコンテンツ

（単語や他の画像）の集合として定義される．明確な文法を
持つテキストと異なり，画像は，物理的周囲に存在するコン
テンツだけでなく，画像の使用箇所と文書構造的に隣接する
コンテンツや，画像の使用箇所を参照しているコンテンツと
も関連付けられている．我々は，従来，物理的な周囲のみを
指していた“周辺”の概念を拡張し，以下の３種類の文脈を定
義する： 

Surrouning contextSurrouning contextSurrouning contextSurrouning context：画像の物理的な周囲に存在するコン
テンツ集合によって，画像がどの様なコンテンツと一
緒に使われているかという文脈を表す．  

Structural contextStructural contextStructural contextStructural context：文書構造に基づき，画像を含む段落
とその上位段落・下位段落のコンテンツ集合によって，
画像がどの様な話題の中で使われているかという文
脈を表す． 

Referential contextReferential contextReferential contextReferential context：リンク構造に基づき，画像を直接あ
るいは間接的にリンクしているコンテンツの集合に
よって，画像がどの様な内容からどの様に参照されて
いるかという文脈を表す． 

図  0 に，Web における画像の文脈の例を示す．
Surrounding contextは，画像の前後に位置する単語や画像
の集合（ 2112 ',',, ssss  ）によって表される．Structural 
contextは，Webページの文書構造に基づいて，画像を直接
含む段落 P1，およびその上位段落（P2，P3）・下位段落に
含まれる単語や画像の集合によって表される．Referential 
contextは，画像を含む（インライン参照している）Webペ
ージのタイトル T1, このページをリンクしているリンクア
ンカーA1, およびリンクアンカーA1 を介してこのページを
参照しているWebページのタイトル T2によって（各々に含
まれる単語や画像の集合によって）表される． 
 

3. 3. 3. 3. 文脈の抽出文脈の抽出文脈の抽出文脈の抽出    
Web から画像の文脈を抽出するためには，抽出対象とな

る周辺範囲を特定しなければならない．我々は，画像の周辺
を特徴付けるのに十分なコンテンツを含む範囲を文脈とし
て特定する．ある画像の周辺は，以下のようなコンテンツに
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よって特徴付けられる： 
• その画像の周辺にのみ頻出し，ほかの画像の周辺には
あまり出現しない単語や画像 

• その画像の近くに出現する単語や画像 

与えられた画像 Iに対し，各種類の文脈ごとに，以下の条
件を満たす周辺範囲 R を特定する： 

1. 画像 I の文脈 C(I) に含まれるすべての周辺コンテン
ツは，画像 I を含む周辺範囲 R の中に出現する． 

2. 周辺範囲 R の中に出現する周辺コンテンツの文脈貢文脈貢文脈貢文脈貢
献度献度献度献度の合計が既定の閾値を超えている． 

3. 周辺範囲 R のどの部分範囲 R’ も上記 1 および 2 を
満たさない． 

周辺コンテンツ o の文脈 C(I) に対する文脈貢献度は，周
辺コンテンツ o と同じ単語や画像が文脈 C(I) にのみ集中し
て出現する程（他の画像の文脈にはあまり出現しない程）高
くなり，また周辺コンテンツ o が画像 Iの近くに出現する程
高くなるように評価される．この文脈貢献度は，以下の式で
求められる： 

),(
))(,())(,(

Iodistance
bICoadensityICoccontrib =  

 
ここで，adensity(o,C(I)) は周辺コンテンツ o の文脈 C(I)

に対する出現密度出現密度出現密度出現密度であり，distance(o, I) は周辺オブジェク
ト o と画像 I の距離である．bは定数である．周辺コンテン
ツ o の文脈 C(I) に対する出現密度は，周辺コンテンツ o と
同じ単語もしくは画像の全出現頻度（検索対象の全ての画像
の文脈での出現頻度）に占める文脈 C(I) での出現頻度の割
合を示す．また，周辺コンテンツ o と画像 I との距離
distance(o, I) は，各種類の文脈ごとに以下のように定義さ
れる： 

Surrouning contextSurrouning contextSurrouning contextSurrouning contextの距離の距離の距離の距離： 画像 I と周辺コンテンツ o 
の間に存在する単語および画像の数． 

Structural contextStructural contextStructural contextStructural context の距離の距離の距離の距離： 画像 I を含む段落から周辺

コンテンツ o を含む段落に至るまでに辿る親子関係
の数． 

Referential contextReferential contextReferential contextReferential contextの距離の距離の距離の距離： 画像 I から周辺コンテンツ
o を含む Web ページ（タイトル）もしくはリンクア
ンカーに至るまでに辿る Web ページおよびリンクア
ンカーの数． 

 
4.4.4.4.    文脈の可視化文脈の可視化文脈の可視化文脈の可視化    
抽出された文脈を，以下の目的で可視化する： 
• 画像と各周辺コンテンツ，および周辺コンテンツどう
しのつながりを連続的に表示し，画像がどのような内
容とどの程度強く関係しているのかを直感的に把握
できるようにする． 

• 複数の文脈を同時に比較可能な形で表示し，それらの
類似性や差異に基づいて個々の文脈の特徴を的確に
把握できるようにする． 

我々は，テキストの文脈表示方法としてよく知られている
KWIC (KeyWord In Context)[1]をマルチメディアに拡張し
た表示方法を提案する．提案手法では，文脈の種類ごとに，
抽出された各文脈に含まれる周辺コンテンツを画像を中心
に一列に並べて表示し，それらをリストして一覧表示する．
各文脈は，文脈の種類ごとに以下の方法で表示される： 

Surrounding contextSurrounding contextSurrounding contextSurrounding contextの表示の表示の表示の表示：画像の前後に位置する周辺
コンテンツを，画像の前語にそれぞれ表示する． 

Structural context Structural context Structural context Structural context の表示の表示の表示の表示： 文書構造に従って，画像の
上位段落に位置する周辺コンテンツを画像の前に表
示し，画像の下位段落に位置する周辺コンテンツを画
像の後ろに表示する． 

Referential context Referential context Referential context Referential context の表示の表示の表示の表示： リンク構造に従って，画像
に向かって参照してくるリンク系路上に存在する周
辺コンテンツを画像の前に参照順に表示する． 

図 0 に，図 0 の文脈を表示した例を示す．この表示方法
により，画像を中心に左右を見れば周辺コンテンツとのつな
がりが一目で把握することができる．また，画像を中心に複
数の文脈を一覧表示することで，周辺コンテンツの比較が容
易に行える．更に画像の物理的特徴量に基づいて文脈一覧を
ソートすることにより，見た目の類似した画像の文脈を近く
に配置し，類似画像の多様な文脈を把握し易くする．  
図 0 に，Web 画像検索エンジン(Google)を使って検索し

た画像（キーワード“warning sign”）の文脈を表示した例
を示す．図 0は，同じ画像に対する３種類の文脈を表示して
いる．先頭行の画像の文脈に着目すると，surrounding 
context からは，この画像が毒物に関する警標（“venom”, 
“warning sing” ）であることが分かる．一方，structural 
context からは，この画像が毒物学( “toxinology”) の中で
オーストラリアのクラゲに関する話題の中で使われている
ことが分かる．さらに，referential context からは，この画
像が個人のホームページと snake dancer に関するWeb ペ
ージからリンクされていることが分かり，この画像がどのよ
うな Web ページで使われているかを異なる側面から表して
いる．このように，画像の文脈情報からは画像に関する様々
な背景情報が得られ，ユーザは，従来のように画像キーワー
ドを試行錯誤して再検索しなくても，文脈情報を基に画像を
絞り込むことができる． 

図図図図    0000  Web  Web  Web  Webにおける画像の文脈における画像の文脈における画像の文脈における画像の文脈    
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5.5.5.5.    文脈の類似性に基づく画像検索文脈の類似性に基づく画像検索文脈の類似性に基づく画像検索文脈の類似性に基づく画像検索    
ある Web ページのある箇所で使用するのにふさわしい画

像を検索する場合，使用箇所の内容と画像のキーワードが必
ずしも一致しているとは限らず，従来は様々なキーワードを
試行錯誤しながら画像検索を行わなければならなかった．こ
の問題に対し，我々は，画像の文脈に基づき，使用箇所と類
似した文脈で既に使われている画像を Web から検索する方
法を提案する． 
画像の検索は，以下の手順で行われる． 
1. ユーザが，ある Web 文書中で画像を使用したい箇所

を指定する． 
2. 検索メカニズムは，指定された箇所の周辺から文脈情
報を抽出し質問を生成する． 

3. 検索メカニズムは，検索対象の各画像の文脈と質問の
文脈の類似度を評価し，既定の閾値以上の類似度を持
つ文脈に対応する画像を検索結果として返す．検索結
果は，文脈の類似度に基づいてランキングされる． 

4. ユーザは，検索結果の中から，文脈の内容と画像の中
身に基づいて使用すべき画像を選択する． 

文脈の類似度は，ある２つの文脈が類似した周辺コンテン
ツによってどの程度同じ様に特徴付けられているかを表す．
画像 Ii の文脈C(Ii) と画像 Ij の文脈C(Ij) の類似度は次のよ
うにして求められる．まず，E = {e1, e2, . . . , en} を，文脈
C(Ii) と文脈 C(Ij) に含まれるキーワードおよび画像の集合
として表す．次に，文脈 C(Ii) を，E の各要素を成分とする
特徴ベクトル ffff(C(Ii)) = (v1, v2, . . . , vn) で表わす．vkは，文
脈 C(Ii) の中で ek と同一のキーワードもしくは画像を表わ
す周辺オブジェクトの文脈貢献度の合計である．同様にして，
文脈 C(Ij) も特徴ベクトル ffff (C(Ij)) で表わす．最終的に，文
脈 C(Ii) と文脈 C(Ij) の類似度は，対応する特徴ベクトル    
ffff (C(Ii)) と ffff (C(Ij)) のコサイン相関値[2] として算出される． 
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図 0 に，プロトタイプによる画像検索の様子を示す．図 0 

には，結果画像の文脈の一覧が表示されている（文脈表示の
詳細については第 4 章を参照）．検索結果の画面では，ユー
ザが指定した使用箇所の文脈に含まれる単語と同じ単語に
下線が引かれている．先頭行に示された文脈では，
“Warning” と“Motorists” が指定された箇所と結果画
像の両方の文脈に出現し，かつ“Motorists”は他の結果画
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Fig.3  Fig.3  Fig.3  Fig.3  An example of visualizing usage contexts of images.An example of visualizing usage contexts of images.An example of visualizing usage contexts of images.An example of visualizing usage contexts of images.    

図図図図    0000        各種類の画像の文脈の表示各種類の画像の文脈の表示各種類の画像の文脈の表示各種類の画像の文脈の表示    
Fig.2  Visualizing each type of image context.Fig.2  Visualizing each type of image context.Fig.2  Visualizing each type of image context.Fig.2  Visualizing each type of image context.    
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像の文脈には殆ど出現しない（この文脈に対する出現密度の
高い）．従ってこれらの単語の文脈貢献度は共に高く，それ
らによって特徴付けられる双方の文脈の類似度も高くなっ
ている．このように，各結果画像の文脈が指定した箇所の文
脈とどの様に類似しているのかを確認しながら，最もふさわ
しい画像を選択することができる． 

 
6.6.6.6.    関連研究関連研究関連研究関連研究    
従来のWeb 検索における文脈[4,5]とは，検索する範囲の

ことを指し，Webページの閲覧履歴や検索履歴などからユー
ザの興味に関係するキーワードを抽出し，検索対象を絞り込
むことを行っていた．一方，本研究における文脈とは，検索
対象（画像）の周辺コンテンツを指し，検索対象がどこでど
の様に使われているかという情報に基づいて検索を行うた
めに文脈を用いている． 

GoogleやAltavistaなどのWeb 検索エンジンでは， Web 
ページ内で画像の近傍にあるテキストを使ってキーワード
による画像検索を実現している．また，[3] では，画像を含
む Web ページのリンク元ページから画像のキーワードを抽
出して検索することを行っている．これらは，本研究と同様，
周辺コンテンツを用いて画像の検索を行っているが，検索結
果の画像と周辺コンテンツとの関係がユーザに明示されな
いため，検索結果の適合性を評価するために各画像の実際の
使用箇所を逐一確認しなければならない．これに対し，本研
究では，３種類の文脈によって画像と周辺コンテンツの関連
性を明確に規定し，文脈情報の可視化によってそれらをユー
ザに明示することでこの問題を解決している． 

 
7.7.7.7.    まとめと今後の課題まとめと今後の課題まとめと今後の課題まとめと今後の課題    

本論文では，Web コンテンツの構成（構造化文書および
リンク）に沿って３種類の周辺を定義し，それぞれの周辺か
ら画像の使われ方を特徴付けるのに十分なコンテンツを含
む周辺範囲を文脈として抽出し，それらを可視化する方法を
提案した．また，抽出された文脈に基づいて，ある特定の文
脈に類似した文脈で使われている画像を Web から検索する
方法についても述べた．今後の課題としては，文脈に基づく
画像検索の評価方法の確立とスケーラビリティの向上が挙
げられる． 
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