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コンテキストに依存する外観情報のWebからの抽出
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あらまし 我々はこれまで，地物や動植物など対象オブジェクトの外観情報として，外観記述，及び，外観画像を

Webから精度良く抽出する手法に関して研究を行って来た．一般に外観は，対象オブジェクトと観測者のコンテキス

ト（時空間や状況）に依存するが，これまでの研究では「外観のコンテキスト依存性」を考慮できていなかった．例

えば，道案内システムで次の目標地物の外観情報が必要な場合，ユーザの現在状況に非依存な単射的な外観情報では

不十分である．そこで本稿では，コンテキストに依存する外観情報をWebから抽出する手法について検討する．
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Abstract So far, we have researched on how to precisely mine the Web for appearance information (appearance

descriptions and images) of such a target object as geographic features, animals and plants. In general, how a

target object looks, i.e., its appearance, varies dependent on real-world contexts (e.g., time, place, and occasion) of

itself and its observer. However, we have not taken into account the context-dependency of appearance information.

For example, for the users of route guide systems, appearance information that does not vary dependent on their

current context is not enough useful. Therefore, in this paper, we propose a method to extract context-dependent

appearance information (appearance descriptions and images) of a target object from the Web.
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1. は じ め に

左の図 1のように，オブジェクトの名称とその外観情報（外

観記述や外観画像）の対応関係をデータベースとして構築して

おけば，以下の双方向の変換を実現することが可能である．

　（1） オブジェクト名による外観情報の検索：

　　　どんな外観をしているか分からないオブジェクトの名称

　　　を入力すると，その外観に関する記述や画像が返される．

　（2） 外観情報によるオブジェクト名の検索：

　　　名称が分からないオブジェクトの外観に関する記述や画

　　　像を入力すると，その名称（リスト）が返される．

そこで，我々はこれまで，対象オブジェクトの外観情報をWeb

から精度良く自動的に抽出する手法に関して研究を行って来た．

オブジェクト名

カワセミ

・ 青い背中
・ 青い羽
・ 長い嘴

外観情報
（記述＆画像）

(2)

(1)

図 1 オブジェクト名と外観情報の双方向変換

Fig. 1 Bidirectional Conversion between Object-Names and Ap-

pearance Information

— 1 —



モバイル環境での道案内システムにおいて，次の目標物をそ

の名称で指示するだけでなく，その外観情報も提示することで，

ユーザがより簡単，迅速に把握できるように改良することを

目指し，地物ドメインのオブジェクトを対象にその外観記述を

Webから抽出する手法を提案している [1]．また，旅行記など，

画像（写真）を含むマルチメディア文書から画像を除去しテキ

スト化するシステムにおいて，単に画像を除去するだけでなく，

その画像内のオブジェクトの外観記述で置換することで，情景

をできるだけ保持することを目指し，上述と同様に，地物ドメ

インのオブジェクトを対象にその外観記述をより高精度に抽出

する手法を検討している [2]．さらに，地物ドメインのオブジェ

クトだけでなく，動植物や工業製品など一般オブジェクトも対

象に，その外観記述をWebマイニングする手法についても考

案している [3], [4]．一方で，これら言語的な外観記述のWebか

らの抽出だけでなく，典型的な外観画像を精度良くWeb検索

する手法に関しても取り組んでいる [5]．

しかしながら，一般に外観は，対象オブジェクトと観測者の

コンテキスト（時空間や状況）に依存するが，これまでの研究

では「外観のコンテキスト依存性」を考慮できていなかった．

例えば，京都の「八坂神社」の外観記述データ構造をWebか

ら抽出すると図 3のようになる．これまでの外観記述データ構

造には「コンテキスト」に関する情報は含まれていない．従っ

て，図 4のように，モバイルユーザが西の方角から近付いて来

ている場合であっても，或いは，南の方角から近付いて来てい

る場合であっても，いつでも，どこでも，どんな状況であって

も，「八坂神社」というオブジェクト名を入力すると，「朱塗りの

八坂神社」や「赤い鳥居の八坂神社」などの典型的な外観記述

が一律に返されることになる．道案内システムにおいて，この

ようなモバイルユーザの現在状況に非依存な外観情報では不十

分である．「八坂神社」に西の方角から近付いて来ているモバイ

ルユーザに対しては，「八坂神社」全体の外観情報ではなく，最

初に見えて来る「西楼門」に特化した外観情報を提示し，一方，

「八坂神社」に南の方角から近付いて来ているモバイルユーザ

に対しては，最初に見えて来る「石鳥居」に特化した外観情報

を提示することができる必要がある．

そこで本稿では，図 2 のように，外観情報をコンテキスト

（時空間や状況）に依存する形でWebから抽出する手法につい

て検討し，以下の双方向の変換を実現することを目指す．

　（1） コンテキスト依存な外観情報の検索：

　　　オブジェクトの名称を入力すると，コンテキスト毎に整

　　　理された形で外観記述や外観画像が返される．

　（2） コンテキスト依存なオブジェクト名の検索：

　　　オブジェクトの外観記述や画像とコンテキストを入力す

　　　ると，その名称（リスト）が返される．

オブジェクト名
外観情報

（記述＆画像）
コンテキスト

(2)

(1)

図 2 オブジェクト名と外観情報のコンテキスト依存な変換

Fig. 2 Context-dependent Conversion between Object-Names

and Appearance Information
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図 3 「八坂神社」の外観記述データ構造の例

Fig. 3 Appearance Description Structure of “Yasaka Jinja”
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図 4 「八坂神社」への典型的な近付き方

Fig. 4 Typical Approaches to “Yasaka Jinja”

本稿では，一般のオブジェクトではなく，「外観のコンテキス

ト依存性」がより強いと考えられる地物を主な対象とする．対

象地物の名称が与えられると，まず，その外観を変化させる典

型的なコンテキスト（語）を求める．また，同時に，対象地物

の構成要素名も求めておく．次に，各コンテキスト毎に，その

コンテキストで対象地物を見た場合に相応しいか否かを構成要

素名に対して評価する．最後に，各コンテキスト毎に，そのコ

ンテキストで対象地物を見た場合にユーザの目に入ると評価さ

れた構成要素名に特化した外観情報を求め，対象の地物名に対

してコンテキストと一緒に対応付けてやる．

本論文の以下の構成を示す．まず，2章で，本論文に関連す

る研究をいくつか紹介する．次に，3 章で，「外観のコンテキ

スト依存性」を考慮して，コンテキストに依存する外観情報を

Web から抽出・検索するための手法について提案する．そし

て，4章で，提案手法の精度について検証実験の例を示す．最

後に，5章で本論文をまとめ，今後の課題についても述べる．
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2. 関 連 研 究

2. 1 評判情報の抽出

Webや Blog文書などを解析し，名称が与えられた対象オブ

ジェクトの評判・意見情報を抽出する手法に関する研究が盛ん

に行われている．小林ら [6]は，評価対象表現，属性表現，評価

表現の共起パターンを利用することで，これら領域依存の表現

を効率的に収集する手法を提案している．藤村ら [7]は，文を構

成する上で主要な単語のみを用い，文節の n-gramによる素性

を提案し，Web文書から抽出した評判情報を肯定・否定・非評

価に判定する分類器を構築している．鈴木ら [8]は，ある対象の

評価表現として属性名と評価語のペアを Blog文書中から抽出

し，ラベル付きデータだけでなくラベル無しデータも学習に組

み込んだ Semi-Supervisedな学習手法により，肯定・否定・非評

価に分類している．また，Webサービス「blogWatcher 3.0b」

において，評判情報検索として実装されている．赤木ら [9]は，

商品やサービスなどに対して，どのような観点から典型的に評

価されているか，評価属性の名称の抽出を試みている．

2. 2 話題語の抽出

ユーザから与えられた主題語に対して，Web上でどのような

話題が在るかを呈示し，検索クエリの曖昧性の除去を支援する

等を目的とした，対象オブジェクトの話題語を抽出する手法に

関する研究も数多く行われている．小山ら [10]は，主題語と詳

細（内容）語の関係に基づく話題構造を，Web文書の論理構造

を活用して抽出する手法を提案している．タイトル中の語は一

般に文書の全体的な話題を表し，本文中の語は主題について詳

細に記述していると考え，主題語 Aをタイトル中に含むページ

群で頻繁に現れる語 Bが見付かれば，語 Bは語 Aを詳細化す

るために用いられていると見なす．文書の構造を考慮しない主

題語 Aと語 Bの共起確率と，主題語 Aをタイトル中に含む場

合の語 Bの共起確率とを比較検定し，後者の共起確率の方が統

計的に有意に高くなる語 Bを，主題語 Aを詳細化する語とし

て抽出している．野田ら [11] は，ある主題語 A の話題となる

語 Bは，日本語による記述において，「（主題語 A）の（語 B）」

という形式で現れることが多いことに着目し，各候補語に対し

て，主題語に対する話題語としての相応度を測る評価式を導入

して，典型的な話題語の抽出を試みている．

2. 3 テキストと内容に基づく統合的な画像検索

テキストに基づく画像検索では，検索対象である画像自体以

外に何らかのテキストデータ（内容を表すキーワード）が付与

されている必要がある．市販されていた Corel社の画像集のよ

うに予め整備された画像データベースでは，画像の内容を表

すキーワードが，その管理者の人手で付与されている．また，

Flickrのような写真共有コミュニティサイトでは，その管理者

ではなく，画像の投稿者個々の人手によってキーワードを付与

する場合もある．

一方，一般的なWeb画像では，その内容を表すキーワード

として，画像ファイル名や代替テキストである ALT属性が本

来は利用可能ではあるが，画像ファイル名は機械的に付与さ

れているだけであったり，ALT 属性は（適切に）記述されて

いなかったりする場合が非常に多い．そこで，その画像を含む

Webページのタイトル，その周辺テキストや HTMLタグの構

造などを解析することにより，索引語や説明文といったテキス

トデータを各画像に対して対応付ける様々な手法が提案されて

いる [12]～[14]．また，類似する画像間でテキストデータを伝

播させ，類似したテキストデータを対応付ける手法も提案され

ている [15]．

テキストに基づく画像検索では，検索対象である画像自体以

外に何らかのテキストデータが付与されている必要があるが，

一方，内容に基づく画像検索では，検索対象である画像自体だ

けから画像特徴量を抽出し，ユーザが指定した画像に類似した

画像を検索したり，ユーザが指定した画像特徴量を備える画像

を検索したりすることができる [16]～[18]．また，内容に基づ

く画像のクラスタリングをユーザへの画像提示に応用した研究

も行われている [19]．

WebSeek [20] では，最初にキーワードのみによって検索し，

その検索結果の中からユーザの望む画像に近いものを選択する

ことによって類似する画像が提示され，インタラクティブに目

的の画像に到達することができる．また，Image Rover [21]も

基本的には同様のシステムであるが，類似画像を検索する際に，

画像の内容に基づく特徴ベクトルだけでなく，画像の周辺テキ

ストに基づく特徴ベクトルも統合して行っている．

WebSeer [22]では，言語的なキーワード条件だけでなく，画

像特徴量として主要な色などを検索条件として最初から指定す

ることができる．典型的な画像の検索対象であるオブジェクト

の名称をキーワード条件として指定して検索した結果を総覧し

て，そのオブジェクトの典型的な色を把握した上で，対象オブ

ジェクトの名称をキーワード条件として，かつ，その典型的な

色を画像特徴量に関する条件として指定して再検索すれば，提

案手法と同様の検索結果を得ることができるであろう．しかし

ながら，ユーザ自身が，対象オブジェクトの典型的な色特徴量

を把握する必要があり，また，検索条件を何度も指定して再検

索する必要もある．

K-DIME [23] などの感性語や印象語に基づく画像検索

[24], [25] では，印象語とその画像特徴量との予め対応付け

ておくことによって，ユーザは対象オブジェクトを表す語と特

化したい印象を表す印象語とをキーワード条件として指定する

だけで，印象語を画像特徴量に自動的に変換し，対象オブジェ

クトの名称をテキストに基づく条件として，印象語から変換さ

れた画像特徴量を内容に基づく条件として検索する．

柳井 [26]は，Webを画像データベースとして活用するため，

テキストに基づく画像検索と内容に基づく画像検索とを組み合

わせることで，ユーザが指定したキーワードを表す画像を大量

に収集するシステムを提案している．画像のファイル名や代替

テキストである ALT属性にキーワードが含まれているという

厳密な条件によって選別された少数のA群画像を正例として画

像特徴量を抽出し，画像の周辺テキストにキーワードが含まれ

るという緩い条件によって選別されたより多数の B群画像に対

して，内容に基づく画像検索によって取捨選択を行っている．
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3. 提 案 手 法

一般に，対象オブジェクト自身のコンテキスト，ある観測者

のコンテキスト，対象オブジェクトとその観測者の間のコンテ

キストに依存して，その観測者にとっての対象オブジェクトの

外観（見え方）は変化するという「外観のコンテキスト依存性」

がある．本章では，対象オブジェクトのコンテキスト依存な外

観情報をWebから抽出する手法について提案する．

まず，提案手法の全体的な流れは以下の通りである．各オブ

ジェクト名に対して，

Step 1. 典型的なコンテキスト語の抽出

Step 2. コンテキスト依存な構成要素名の抽出

Step 3. コンテキスト依存な外観情報の抽出

次節以降，各々のステップについて詳細に述べて行く．

3. 1 典型的なコンテキスト語の抽出

オブジェクトの外観を変化させる典型的なコンテキストを整

理すると以下のようになる．

1. 空間的なコンテキスト

• 方角（東・西・南・北など）

• 位置関係（前・後・左・右・奥など）

• 対象地物の周辺に在る地物名

2. 時間的なコンテキスト

• 一日の内の時間帯（朝・昼・夕・夜など）

• 季節（春・夏・秋・冬など）

3. その他のコンテキスト

• 対象地物の状態（工事中・ライトアップなど）

• 共起物（雪・紅葉・朝日・夕日など）

対象オブジェクト，特に地物は，多種多様な構成要素を持っ

ており，空間的なコンテキストに依って観測することができる

構成要素が異なる場合が多い．従って，同じ対象地物であって

も，その構成要素毎に外観も異なることになる．一方，地物は

基本的に静物であるため，時間的なコンテキストに依って観測

可能な構成要素が変化するということはあまりない．もちろん，

ある特定の期間だけ設置される構成要素もあるかもしれない．

また，空間的なコンテキストは，一般的な地図データさえあれ

ば，辞書として予め用意することができる．時間的なコンテキ

ストも同様に，その表現パターンは一定数に限定されている．

しかしながら，あらゆるオブジェクト，イベント，活動がコ

ンテキストとなり得るため，その他のコンテキスト語は多種多

様であり，辞書として予め用意することは困難である．従って，

対象地物に対して，その外観を変化させる時空間以外のコンテ

キスト語は事後的に何らかの手法で抽出する必要がある．そこ

で本稿では，助詞「の」[27]に着目して，対象地物の典型的な

コンテキスト語の抽出を試みる．具体的には，Web画像の周辺

テキスト中に「（コンテキスト語）の（地物名）」という構文パ

ターンで出現し易いという経験的観測に基づいて，地物名の直

前に助詞「の」を接続して生成した [“の（地物名）”]という

画像クエリで Googleイメージ検索 [37]し，そのスニペットテ

キストから「の」の直前にある語句を切り出し，対象オブジェ

クトの典型的なコンテキスト語の候補とする．コンテキスト語

の各候補 cに対して，対象地物 oの典型的なコンテキストとし

ての相応しさを次式で評価する．

context(c, o) := if(“cの o”)

但し，if(q)は，画像クエリ q で Yahoo!イメージ検索 [39]した

結果の件数を表す．ここで，一般的なWeb文書中での出現頻

度ではなく，Web画像の周辺テキスト中での出現頻度を用いて

いるのは，抽出したい対象がオブジェクトの「外観」を変化さ

せるコンテキスト語であり，オブジェクトの外観に興味を持っ

たときに写真を撮影したり画を描いたりした上で，その画像の

題目として「（コンテキスト語）の（地物名）」という構文パ

ターンを用いて，その画像の周辺テキスト中に記述することが

多いと考えられるためである．

もちろん，助詞「の」は様々な用途で用いられるため，この

式による評価だけでは，コンテキスト語の他に上位語や全体語

も含まれてしまうことが多い．例えば，「金閣寺」に対して，上

位語である「世界遺産」や全体語である「京都」なども同じ構

文パターンでよく出現してしまう．従って，少なくとも，上位

語と全体語を除く機構は必要であるが，上位語や全体語といっ

た階層関係をWebなどの大量の文書をテキストマイニングし

て抽出する手法は既に数多く提案されている [29]～[36]．本稿

では，「（上位語）である（地物名）」と「（全体語）にある（地

物名）」という構文パターンに基づき，評価式を次のように修

正することで上位語や全体語の除去を図る．助詞「の」だけか

らでは挟む二つの語のペアがどんな意味的な関係であるかを推

測するには多様過ぎるため，より用途が非多様な構文パターン

を用いることで，上位下位関係，及び，全体部分関係のペアを

フィルタリングしようとしている．

context∗(c, o) :=
if(“cの o”)

df(“cである o”) + df(“cにある o”) + 1

但し，df(q)は，クエリ qで Yahoo!ウェブ検索 [40]した結果の

件数を表す．「の」に対しては画像検索の件数を用い，一方，「で

ある」「にある」に対しては文書検索の検索を用いているのは，

後者で抽出したいのは二つの語の意味的な関係であり，前者と

は異なり画像と無関係であるためである．

3. 2 コンテキスト依存な構成要素名の抽出

対象オブジェクトの名称，及び，コンテキスト語（特に空間

的）に対して，対象オブジェクトのコンテキスト依存な構成要

素名を以下の二つのステップによってWebから抽出する．

Step 1. 構成要素名の候補を収集：

対象地物の名称に助詞「の」を接続した [“（地物名）の”]と

いう画像クエリで Googleイメージ検索 [37]し，そのスニペッ

トから「の」に連続する名詞句を切り出し，対象オブジェクト

の構成要素の名称の候補とする．

Step 2. コンテキストに基づいてランキング：

構成要素名の各候補 pに対して，対象オブジェクト oの各コン

テキスト cに依存した構成要素名としての相応度を次式によっ

て評価する．

part(p, o, c) :=
if(“oの p”&c) + if(“op”&c)

if(“oの p”) + if(“op”) + 1
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3. 3 コンテキスト依存な外観情報の抽出

対象オブジェクトの名称，及び，各コンテキスト語に対して

抽出されたコンテキスト依存な構成要素名を用いて，対象オブ

ジェクトのコンテキスト依存な外観情報（外観記述や外観画像）

を以下の方法によってWebから抽出・検索する．

外観記述の抽出：

対象オブジェクト，特に地物の構成要素毎の外観に関する記述

は，「（オブジェクト名）の（外観記述）（構成要素名）」という

構文パターンを用いてWebから抽出する．対象オブジェクト

名，及び，コンテキスト語に対して抽出された最上位の構成要

素名を用いた [“（オブジェクト名）の *（構成要素名）”] と

いうワイルドカード付き検索クエリで Googleウェブ検索 [38]

し，「（オブジェクト名）の」と「（構成要素名）」との間のテキ

ストを切り出し，その出現頻度によって重み付けする．

外観画像の検索：

対象オブジェクトの名称だけから成る画像クエリにコンテキス

ト語を追加した上で，対象コンテキストのうちの方角名だけを

上述の方法によって抽出された最上位の構成要素名で置換した

画像クエリを用いて，Yahoo!イメージ検索 [39]する．

4. 実 験

本稿では，「外観のコンテキスト依存性」を考慮し，対象オブ

ジェクトのコンテキストに依存する外観情報をWebから抽出

する手法について提案した．本章では，提案手法の有効性を検

証するため，まず，「八坂神社」「金閣寺」「東京タワー」の三種

類の地物名に対して，典型的なコンテキスト語の抽出手法を適

用した結果を示し考察を行う．次に，「八坂神社」のコンテキス

ト依存な構成要素名の抽出，及び，そのコンテキスト依存な構

成要素名に基づいてコンテキスト依存な外観画像を検索した実

験の結果を示し考察を行う．

4. 1 典型的なコンテキスト語の抽出実験の結果

「八坂神社」「金閣寺」「東京タワー」という地物名に対して，

典型的なコンテキスト語を抽出するために前章で定義した二種

類の指標を用いてコンテキスト語の候補語を評価し，その相応

度でランキングした上位 10件を示すと表 1，表 2，表 3となる．

最初に，「八坂神社」に適用した結果である表 1を見ると，「（コ

ンテキスト語）の（地物名）」という構文パターンだけに基づ

く評価指標では多数のノイズが上位に現われてしまっているが，

「（上位語）である（地物名）」及び「（全体語）にある（地物

名）」という構文パターンも活用して改良した評価指標を使うこ

とによって「京都」「祇園」などの「八坂神社」の全体語をフィ

ルタリングすることに成功しており，コンテキスト語をより上

位に引き上げられている．ただ，最上位の「夜」というコンテ

キスト語以外は相応度が低いため，一般的に言えばコンテキス

ト語ではあるが，「八坂神社」の典型的なコンテキスト語として

採択することはできない．以上により，「八坂神社」に対しては，

通常の外観として昼間の「朱塗りの八坂神社」があり，特殊な

外観として夜の「ライトアップされた八坂神社」があることが

分かる．後述のコンテキスト依存な外観画像の検索実験におい

て，「西」「南」という空間的なコンテキストに加え，この「夜」

という「八坂神社」の典型的なコンテキスト語も用いて行う．

次に，「金閣寺」に適用した結果である表 2 から，「雪」「冬」

「雪景色」という組と，「秋」「紅葉」という組が「金閣寺」の典

型的なコンテキスト語であることが見て取れる．

最後に，「東京タワー」に適用した結果である表 3を見ると，

他に比べて多くのノイズが上位に来てしまっている．しかしな

がら，通常時は「東京タワー」はオレンジ色（赤色）であるが，

「乳がん早期発見啓発キャンペーン」として毎年 10月 1日限定

で「ピンク色」のライトアップがされ，映画「マトリックス・

リローデッド」の公開記念として 2003年に，また，「アイルラ

ンド日本外交関係樹立 50周年記念」として 2007年 3月 17日

限定で「緑色」のライトアップがされており，このような特殊

なコンテキストを持っていたことを確かに抽出できている．

表 1 「八坂神社」のコンテキスト語の上位 10 件とその相応度

Table 1 Top 10 Contexts of “Yasaka Jinja” with their weights

k context(c, o) context∗(c, o)

1 京都 (66) 夜 (15)

2 東山区 (31) 正月 (2)

3 京都市東山区 (24) 雪 (1)

4 祇園 (23) 摂社 (1)

5 夜 (15) 恒例 (1)

6 近く (7) 朝 (1)

7 小倉 (6) 田代 (1)

8 京都祇園 (5) 夕暮れ (1)

9 直江津 (3) 取手 (1)

10 正月 (2) 直江津 (0.75)

表 2 「金閣寺」のコンテキスト語の上位 10 件とその相応度

Table 2 Top 10 Contexts of “Kinkakuji” with their weights

k context(c, o) context∗(c, o)

1 雪 (93) 雪 (93)

2 京都 (34) 秋 (13)

3 秋 (13) 雨 (13)

4 雨 (13) 冬 (10)

5 冬 (10) 初めて (6)

6 初めて (6) 三島由紀夫 (5)

7 三島由紀夫 (5) 夏 (4)

8 京都市北区 (5) 雪景色 (4)

9 夏 (4) 念願 (4)

10 雪景色 (4) 紅葉 (4)

表 3 「東京タワー」のコンテキスト語の上位 10 件とその相応度

Table 3 Top 10 Contexts of “Tokyo Tower” with their weights

k context(c, o) context∗(c, o)

1 夜 (157) 夜 (157)

2 ピンク (82) ピンク (82)

3 今日 (32) 今日 (32)

4 話題 (24) 話題 (24)

5 初めて (20) 初めて (20)

6 建設中 (20) リリーフランキー (18)

7 リリーフランキー (18) 夕暮れ (14)

8 夕暮れ (14) 手のひら (14)

9 手のひら (14) ピンク色 (12)

10 近く (13) 緑 (11)
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4. 2 コンテキスト依存な構成要素名の抽出実験の結果

「八坂神社」は，「本殿」「西楼門」「南楼門」「石鳥居」など

多くの構成要素を持ち，それらの配置は第 1章の図 4のように

なっている．従って，モバイル環境における道案内システムに

おいて，「西」の方角から「八坂神社」を目標（目印）にしてい

るモバイルユーザに対して「八坂神社」の外観情報を提供する

場合，「西楼門」に特化した外観情報を提供できなければ有用で

はない．同様に，「南」の方角から「八坂神社」に向かっている

モバイルユーザに対して「八坂神社」の外観情報を提供する場

合，「石鳥居」や「南楼門」に特化した外観情報を提供できなけ

れば有用ではなく，誤って「西楼門」や「本殿」の外観情報を

提供してしまうと余計に混乱を招く危険性さえある．

各々の方角から「八坂神社」に向かって来るモバイルユーザ

によって観測されるであろう「八坂神社」の構成要素名をWeb

から抽出すると，表 4 のようになる．「西」に位置する「西楼

門」は精確に抽出できているが，「西楼門」を「正門」と誤解し

ている人が多いこともあり，ノイズが目立つ．一方，「南」から

向かって来るモバイルユーザによって最初に観測される「石鳥

居」が，その後に観測される「南楼門」よりも低く重み付けさ

れてしまっている．2位の「正門」は本来的には「南楼門」と等

価であるが，「西楼門」として使用されている場合も非常に多い

ため，「西」と「南」のどちらのコンテキスト語に対しても上位

に現われていると考えられる．また，「八坂神社」に南から向か

うと確かに「南楼門」の方が目に付き易いため，必ずしもコン

テキスト依存な構成要素名の抽出に失敗しているわけではない．

「東」の円山公園から「八坂神社」に入る際，最初に小さな

「鳥居」をくぐる．従って，「鳥居」が最上位に来るべきである

が，実際に最上位に来てしまった「御旅所」は「八坂神社」の

敷地内にはなく，全く別の離れた場所に存在するため，完全な

ノイズと言える．「北」からの場合の上位に来ている構成要素名

は，どれも「南」に対する相応度の方が遥かに高いため，この

ことを考慮できるように評価尺度を改良することで「境内」や

「本殿」を上位に引き上げられる可能性がある．

表 4 Web から抽出された「八坂神社」のコンテキスト依存な構成要

素名の上位 5 件とその相応度
Table 4 Top 5 Context-dependent Parts of “Yasaka Jinja” ex-

tracted from the Web

place=西 place=南

k 構成要素名 相応度 構成要素名 相応度

1 西楼門 (0.938) 南楼門 (0.875)

2 七不思議 (0.500) 正門 (0.571)

3 正門 (0.429) 石鳥居 (0.250)

4 門 (0.143) 七不思議 (0.250)

5 御旅所 (0.083) 南門 (0.214)

place=東 place=北

k 構成要素名 相応度 構成要素名 相応度

1 御旅所 (0.417) 正門 (0.143)

2 宮司 (0.083) 南楼門 (0.125)

3 南門 (0.071) 南門 (0.071)

4 西楼門 (0.063) 境内 (0.022)

5 鳥居 (0.043) 本殿 (0.012)

4. 3 コンテキスト依存な外観画像の検索実験の結果

最後に，コンテキスト依存な外観情報の抽出実験として，「八

坂神社」のコンテキスト依存な外観画像を検索する実験を行う．

各々の方角，及び，時間帯で「八坂神社」に向かって来るモバ

イルユーザによって観測されるであろう「八坂神社」の外観画

像をWebから検索するために，方角名をそのまま用いた画像

クエリで検索した結果と方角に依存した構成要素名を用いた画

像クエリで検索した結果との精度を比較すると，表 5のように

なる．多くの場合，Webから抽出された方角に依存した構成要

素名の最上位を用いた画像クエリで検索すると，方角名をその

まま用いた画像クエリで検索するよりも大きな改善が見られる．

しかしながら，提案手法を用いたとしても，検索結果の上位 1

件に適合解が現れていない場合が多い．また，時間帯に依存し

た，特に「夜」の外観画像のWeb検索の精度が好ましくない．

たくさんの画像を総覧することが一般的に困難であるモバイル

環境においては，上位 1件，少なくとも，上位 3件程度におい

て，十分な高精度を実現する必要がある．一方で，画像検索の

クエリ語を増やすと，検索結果として得られる画像の数が急激

に減ってしまい，1件も得られない場合もあるため，単純に条

件を追加することでは解決できない．クエリ語を増やすのでは

なく，追加したい条件の代替となる画像特徴量を求め，画像の

周辺テキストではなく，内容とマッチングすることで改善でき

る可能性はある．

5. まとめと今後の課題

我々はこれまで，地物や動植物など対象オブジェクトの外観

情報として，外観記述，及び，外観画像をWebから精度良く

抽出する手法に関して研究を行って来ていたが，一般に外観は

対象オブジェクトと観測者のコンテキスト（状況）に依存する

という「外観情報のコンテキスト依存性」を考慮することがで

きていなかった．そこで本稿では，コンテキストに依存する外

観情報をWebから抽出する手法について提案した．

今後の課題としては，より多くのオブジェクトを対象に，コ

ンテキストに依存する外観情報をWebから抽出するための提

案手法の検証実験を行った上で，より精度良くWebから抽出

するために手法の改良にも取り組んで行く．
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表 5 「八坂神社」のコンテキスト依存な外観画像のWeb 検索

Table 5 Web Search for Context-dependent Appearance Images of “Yasaka Jinja”

object=八坂神社, place=西, time=ϕ

画像クエリ 上位 1 件精度 上位 3 件精度 上位 12 件精度

八坂神社 & 西 0.000(=0/1) 0.666(=2/3) 0.416(=5/12)

八坂神社 & 西から 1.000(=1/1) 0.333(=1/3) 0.250(=3/12)

八坂神社 & 西楼門 1.000(=1/1) 0.666(=2/3) 0.583(=7/12)

八坂神社の西楼門 1.000(=1/1) 0.666(=2/3) 0.571(=4/7)

八坂神社 & 七不思議 1.000(=1/1) 0.333(=1/3) 0.250(=3/12)

八坂神社 & 正門 0.000(=0/1) 0.333(=1/3) 0.166(=2/12)

object=八坂神社, place=西, time=夜

画像クエリ 上位 1 件精度 上位 3 件精度 上位 12 件精度

八坂神社 & 西 & 夜 1.000(=1/1) 0.666(=2/3) 0.375(=3/8)

八坂神社 & 西から & 夜 1.000(=1/1) 0.333(=1/3) 0.500(=2/4)

八坂神社 & 西楼門 & 夜 1.000(=1/1) 0.666(=2/3) 0.500(=3/6)

八坂神社 & 西楼門 0.000(=0/1) 0.000(=0/3) 0.166(=2/12)

八坂神社の西楼門 & 夜 1.000(=1/1) 1.000(=1/1) 1.000(=1/1)

八坂神社 & 七不思議 & 夜 0.000(=0/1) 0.000(=0/1) 0.000(=0/1)

八坂神社 & 正門 & 夜 0.000(=0/1) 0.000(=0/2) 0.000(=0/2)

object=八坂神社, place=西, time=夜以外

画像クエリ 上位 1 件精度 上位 3 件精度 上位 12 件精度

八坂神社 & 西 & -夜 0.000(=0/1) 0.333(=1/3) 0.250(=3/12)

八坂神社 & 西から & -夜 0.000(=0/1) 0.000(=0/3) 0.166(=2/12)

八坂神社 & 西楼門 & -夜 1.000(=1/1) 0.666(=2/3) 0.416(=5/12)

八坂神社 & 西楼門 1.000(=1/1) 0.666(=2/3) 0.416(=5/12)

八坂神社の西楼門 & -夜 1.000(=1/1) 0.666(=2/3) 0.500(=3/6)

八坂神社 & 七不思議 & -夜 1.000(=1/1) 0.333(=1/3) 0.250(=3/12)

八坂神社 & 正門 & -夜 0.000(=0/1) 0.333(=1/3) 0.166(=2/12)

object=八坂神社, place=南, time=ϕ

画像クエリ 上位 1 件精度 上位 3 件精度 上位 12 件精度

八坂神社 & 南 0.000(=0/1) 0.333(=1/3) 0.333(=4/12)

八坂神社 & 南から 0.000(=0/1) 0.333(=1/3) 0.166(=2/12)

八坂神社 & 南楼門 1.000(=1/1) 0.666(=2/3) 0.583(=7/12)

八坂神社の南楼門 0.000(=0/2) 0.000(=0/2) 0.000(=0/2)

八坂神社 & 正門 0.000(=0/1) 0.000(=0/3) 0.083(=1/12)

八坂神社 & 石鳥居 0.000(=0/1) 0.000(=0/3) 0.333(=4/12)

object=八坂神社, place=南, time=夜

画像クエリ 上位 1 件精度 上位 3 件精度 上位 12 件精度

八坂神社 & 南 & 夜 0.000(=0/1) 0.000(=0/3) 0.000(=0/4)

八坂神社 & 南から & 夜 0.000(=0/1) 0.000(=0/1) 0.000(=0/1)

八坂神社 & 南楼門 & 夜 0.000(=0/1) 0.000(=0/2) 0.000(=0/2)

八坂神社 & 南楼門 0.000(=0/1) 0.000(=0/3) 0.000(=0/12)

八坂神社の南楼門 & 夜 0.000(=0/0) 0.000(=0/0) 0.000(=0/0)

八坂神社 & 正門 & 夜 0.000(=0/1) 0.000(=0/2) 0.000(=0/2)

八坂神社 & 石鳥居 & 夜 0.000(=0/0) 0.000(=0/0) 0.000(=0/0)

object=八坂神社, place=南, time=夜以外

画像クエリ 上位 1 件精度 上位 3 件精度 上位 12 件精度

八坂神社 & 南 & -夜 0.000(=0/1) 0.333(=1/3) 0.333(=4/12)

八坂神社 & 南から & -夜 0.000(=0/1) 0.333(=1/3) 0.166(=2/12)

八坂神社 & 南楼門 & -夜 1.000(=1/1) 0.666(=2/3) 0.583(=7/12)

八坂神社 & 南楼門 0.000(=1/1) 0.666(=2/3) 0.583(=7/12)

八坂神社の南楼門 & -夜 0.000(=0/1) 0.000(=0/2) 0.000(=0/2)

八坂神社 & 正門 & -夜 0.000(=0/1) 0.000(=0/3) 0.083(=1/12)
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