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プレゼンテーション画像の周辺情報からの参照セマンティックスの抽出に
基づく画像選択支援
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あらまし プレゼンテーションの内容をより効果的に伝達するために画像，とりわけクリップアートはしばしば用い

られているが，適切にクリップアートを選択することは難しい. その原因としては，クリップアートに適切なアノテー

ションが付与されていないこと，また個々のクリップアートは一般に多義的な意味を持つのでその解釈の幅も周辺の

情報によって大きく異なることが考えられる. そこで本論文では，実際に過去に作成されたプレゼンテーションから

各クリップアートが用いられている周辺テキストを抽出し，語の出現頻度などを考慮して分析した結果から画像の選

択支援を行う．
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Abstract We often use images, especially clip art to show the content in presentation more effectively, but it is

difficult to select clip art suitably. This is because each clip art does not have appropriate annotation, and can be

read several ways according as surrounding information since it has various meanings. In this paper, we extract

the text surrounding each clip art from presentation files, and support the selection of images considering the term

frequency.
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1. は じ め に

限られた時間の中でアイデアを伝えるために， Microsoft

Office PowerPoint [1] や Keynote [2] を用いて作成したプレゼ

ンテーションの利用は欠かせない．プレゼンテーションは，図

1に示すように，次々と切り替えて提示していく，テキストや

画像を含んだ複数枚のスライドにより構成される．こうしたプ

レゼンテーションはビジネスや学会，教育などありとあらゆる

図 1 プレゼンテーションの例

場面で利用されている．最近では SlideShare [3] のような，プ

レゼンテーションをWeb 上で共有できるサービスも登場して

きている．

このように広く使われているプレゼンテーションには，その

内容をより効果的に伝達するために画像，とりわけクリップ

アートがしばしば利用されている．スライドにふさわしいク

リップアートを選択する手段は現在，キーワード入力によるク

リップアート検索が主流である．これは，入力キーワードと各

クリップアートに付与されているキーワードアノテーションと

の一致により，クリップアートが提示されるシステムになって

いる．

しかし現状のクリップアート検索では，ユーザが求めるもの

すべてがうまく提示されるとは限らないという問題点が存在す

る．その理由としては，まずクリップアートには適切なアノテー



図 2 クリップアート用例辞典構築までのフローチャート

ションが付与されていない場合が多いことが挙げられる．人手

で付与されたアノテーション（例: Open Clip Art Library [4]）

の多くはクリップアートに描かれているオブジェクト名（具体

名詞）であり，そのクリップアートから想起されるキーワード

に対してはうまく関連付けられていない場合が少なくない．さ

らに個々のクリップアートは一般に多義性を持つので，その解

釈の幅も周辺の情報やプレゼンテーションスライドの流れに

よって大きく異なることも原因として考えられる．

そこで本論文では，実際に過去に作成されたプレゼンテー

ションを基に，各々のクリップアートがどういったケースで使

われているか分析することでクリップアート用例辞典を構築

する．この用例辞典には各々のクリップアートの周辺テキスト

や周辺画像に関する情報を格納する．そして構築したクリップ

アート用例辞典を一種のデータベースとみなし，それを集約

することで各クリップアートに対し既存のキーワードタグ以外

のキーワードアノテーションを付与する．このようにして各ク

リップアートに対するアノテーションを自動で生成し，それを

インデックスとして検索することにより，従来のクリップアー

ト検索では見つけられなかったがユーザにとっては有用なク

リップアートが検索可能になると考える．本論文では，そのた

めに行ったクリップアート用例辞典の構築，それを用いたキー

ワードインデックス生成，及び予備実験について報告する．

本稿はまず第 2 章でクリップアート用例辞典構築のために

行ったプレゼンテーションの収集，抽出，情報の組織化及び蓄

積の方法について述べる．第 3 章ではキーワードインデックス

の作成方法について述べる．第 4 章で実験の方法と結果につい

て述べる．第 5 章で関連研究との比較から今後のアルゴリズム

の改善について述べる．第 6 章でまとめと今後の課題について

述べる．

2. クリップアート用例辞典の構築

本論文では，実際に過去に利用されたプレゼンテーションを

収集し，それを基にクリップアート用例辞典を構築する．図 2

にクリップアート用例辞典構築までのフローチャートを示す．

2. 1 プレゼンテーションの収集

収集するプレゼンテーションの対象として本論文では，現在

プレゼンテーションソフトの中でも最も普及していると考えら

れる Microsoft Office PowerPoint により作成されたファイル

を選択した．

Web からの PowerPoint ファイルを収集は，以下の 2 通り

の方法で行った．

• Yahoo! 検索 Web サービス [5]

• SlideShare

2. 1. 1 Yahoo! 検索 Web サービスを利用した収集

以下に示す手順に従い，Yahoo! 検索 Web サービスを用い

て PowerPoint ファイルを収集した．

（ 1） クエリ q = “京都”，クエリ候補集合 Q = ϕ，実行済ク

エリ集合 Q′ = ϕ

（ 2） ファイルタイプを ppt（注1）に設定し，q にて検索を実行

する．

（ 3） 検索結果上位 20 件の Web ページを MeCab [6] を使っ

て形態素解析し，名詞集合 N を抽出する．

（ 4） Q′ = Q′ ∪ {q} ．
（ 5） Q = Q∪N −Q′ (抽出した名詞のうち，未実行クエリを

クエリ候補集合に加える)．

（ 6） Q から適当に 1 つ新たなクエリ q′ を選び，q = q′．

（ 7） (2) に戻る．

2. 1. 2 SlideShare からの収集

以下に示す手順に従い，SlideShare API を用いて Power-

Point ファイルを収集した．

（ 1） クエリ q = “ppt”，クエリ候補集合 Q = ϕ，実行済クエ

リ集合 Q′ = ϕ

（ 2） q にて SlideShare の検索を実行する．

（ 3） 取得したプレゼンテーションに関連付けられたタグの集

合 T を抽出する．

（ 4） Q′ = Q′ ∪ {q} ．
（ 5） Q = Q∪ T −Q′ (抽出したタグのうち，未実行クエリを

クエリ候補集合に加える)．

（ 6） Q から適当に 1 つ新たなクエリ q′ を選び，q = q′．

（ 7） (2) に戻る．

2. 1. 3 重複プレゼンテーションの除去

いずれの収集方法においても，異なるクエリに対して同じ

PowerPoint ファイルがインデックスされていることがあった．

また，異なるリソース (URL等)に内容が全く同じである Pow-

erPoint ファイルがアップロードされていることもしばしばあっ

た．そのため，重複した同一の PowerPoint ファイルを収集し

てしまうという問題が生じてしまう．この問題を解決するため

に，本論文ではバイト長が同じファイルは同一ファイルと仮定

し，収集した任意の 2 つのプレゼンテーションのバイト長を比

較することにより重複したファイルを除去した．

2. 1. 4 収 集 結 果

Yahoo! 検索 Web サービス利用により収集した PowerPoint

ファイルの総数は 7346，SlideShare により収集した Power-

Point ファイルの総数は 7043 であった．

Yahoo! 検索利用による手法ではアクセスの回数の割に収集

効率が非常に悪かった．その理由として，(1) 異なるリソース

（注1）：Microsoft Office PowerPoint ファイルの拡張子



図 3 典型的なスライドレイアウト

に同じ PowerPoint ファイルが存在すること，(2) PowerPoint

ファイル収集のためのクエリ生成に同じ Web ページに含まれ

る語 (すなわち共起語)を用いてしまったことが考えられる．し

たがって，今後は収集のためのクエリ生成に工夫が必要である

と考えられる．

2. 2 プレゼンテーション内情報の抽出

Microsoft Office PowerPoint 2007 から，新たな保存形式と

して pptxという拡張子の形式が選択できるようになった．pptx

は Microsoft Office Open XML という文書形式であり，これ

はファイルの内部情報全てを格納した XML ファイルを含ん

だ ZIP 圧縮ファイルである．したがって，以下の手順に基づい

て PowerPoint ファイルからその内部情報を抽出した．ただし

抽出を自動化するにあたり，本論文では Microsoft 社の .NET

Framework 2.0 及び Visual C# を利用した．

（ 1） 以前の形式の PowerPoint ファイル (拡張子が ppt のも

の) を pptx 形式に保存し直す．ただし，自動化のため

Microsoft PowerPoint 12.0 Object Library コンポーネ

ントを利用した．

（ 2） 得られた pptx ファイルを ZIP 解凍する．ただし，自動

化のため SharpZipLib [7] を利用した．

（ 3） 当該プレゼンテーションの情報を含んだ XML ファイル

が抽出される．これらの XML ファイルをパースするこ

とにより，プレゼンテーション内の情報を得る．

2. 3 プレゼンテーション内情報の組織化・蓄積

2. 3. 1 取得したプレゼンテーション内情報

1 つのプレゼンテーションは，1 つの pptx ファイルに対応

する．それを ZIP 解凍する際に元の pptx ファイルのパスを定

義域，解凍先の出力ディレクトリのパスを値域としたとき ZIP

解凍が単射になるようにすれば，解凍先の出力ディレクトリの

パス (presentationPath とする) は元のプレゼンテーション

を一意に決める ID とみなせる．

また，出力ディレクトリをルートとして “/ppt/slides/” 以

下に n 枚目のスライド内の情報が格納された XML ファイル

(例: “slide”n.xml)が各 n に対して展開される．したがって，

XML ファイルのパス (slidePath とする) により一意にスラ

イドが定まる．

スライドが図 3 に示すようなよく用いられるレイアウトパ

ターンの場合，XML をパースすることでタイトル (title と

する) 及び本文 (body とする)が取得できる．

同様に XML をパースすることによりスライド内のクリップ

アートに関する情報を取得することができる．Microsoft Office

のクリップアートにはそれぞれ ID (例: j0123456，BD012345)

が付与されており，スライド内にどの種類のクリップアート

が存在するかは XML 文書中に出現するクリップアート ID

(clipArtId とする)を参照することにより判別可能である．

2. 3. 2 スキーマの定義

プレゼンテーション内情報を格納するために，図 4に示すよ

うな実体関連図で表されるデータベースを設計した．

図 4 プレゼンテーション内情報格納のための DB

3. キーワードインデックスの作成

Yahoo! 検索 Web サービスにて収集したプレゼンテーショ

ンから構築されたクリップアートは合計で 6807，clipArtId

によって識別されるクリップアートの種類数は 2521 であった．

一方，SlideShare にて収集したプレゼンテーションから構築

されたクリップアートは合計で 4210，clipArtId によって識

別されるクリップアートの種類数は 2278 であった．したがっ

て，本論文では含まれるクリップアートの総数，種類数ともに

多かった Yahoo! を用いて収集したプレゼンテーションから構

築したクリップアート用例辞典を用いてキーワードインデック

スを作成した．

各種クリップアートに対して，以下に示す SQL 文を用いて

集約し，それが含まれるすべてのスライド内のタイトル及び本

文を取得する．ただし，id は クリップアートの種類を一意に

決める clipArtId の値である．

表 1 クリップアート id が含まれるスライド内タイトル及び本文を取

得するための SQL 文

1: SELECT slide.title, slide.body

2: FROM slide, clipArt

3: WHERE clipArt.clipArtId = id

4: AND slide.slidePath = clipArt.slidePath;

前述の SQL 文により得られたスライド内タイトル及び本文

のそれぞれを did ∈ Did とする．それらを MeCab [6] を用い

て形態素解析し，名詞・動詞・形容詞のみをクリップアート id



のキーワードアノテーション集合 Tid を取得する．これらは，

単独で意味を成す語であり，これら以外の語 (例えば助詞や助

動詞など) はクリップアートを検索する際にクエリとして用い

られることは考えにくく，アノテーションとして付与するには

不適切であると判断した．

次に，各語 tid ∈ Tid の，クリップアート id の出現する各ス

ライド内タイトル及び本文 did ∈ Did における出現頻度 ( [8]

における TF 値，tf(t, did) と表す)を計算し，クリップアート

id に対する語 t の重み weight(t, id) を以下のように与える:

weight(t, id) =
∑

did∈Did

tf(t, did) (1)

ただし，正規化は今回行っていない．

今回は非常に単純な方法でインデックスを作成したが，これ

は実際にどのようなキーワードがクリップアートの周辺に出現

しているかを観察することを目的としたものである．したがっ

て後述するように，今後はプレゼンテーション自体の構造を考

慮してインデックスを作成する．

4. 実 験

4. 1 実験 1 ：スライド構造を考慮したキーワードインデッ

クスの作成

作成したインデックスを用いてクリップアート検索システム

を実装した．用いたインデックスは以下の 3 種類である．本文

とタイトルは，そのスライド内のテキストすべてに相当する．

• 本文のみ

• タイトルのみ

• 本文とタイトル

図 5 予備実験のシステム

これらそれぞれのインデックスについていくつかのクエリで

検索を行い，それぞれのキーワードインデックスにおいて検索

されるクリップアートがどの程度違うのかを調べた．しかし図

5のように，本文とタイトル部分を別々に分けたキーワードイ

ンデックスを用いても，単純にテキスト量の少ないタイトルの

方がヒットする場合が少なく，タイトル部分から得られたキー

ワードのみ特異的にヒットするということはほとんど見受けら

表 2 用いた具体名詞クエリ

猫，パソコン，カメラ，医者，携帯電話，新聞，トランク，さくら，

いす，爆弾，運転手，雪，電車，リンゴ，ピアノ，時計，傘，

タバコ，鍵，神社，ヘルメット，ビル，ロケット，論文，テレビ，

色鉛筆，たき火，チェス，コーヒー，母

表 3 用いた抽象名詞クエリ

分析，誠実，正義，承諾，不幸，緊急，自由，好奇心，成功，

失敗，戦略，サポート，危険，詐欺，信頼，感心，対立，思いやり，

合意，交渉，満足，ジェンダー，頻繁，恋愛，教育，疑問，

成長，歓迎，ニュース，黎明

表 4 用いた動詞クエリ

走る，驚く，覚える，逃げる，取り巻く，広める，飽きる，

ほめる，消える，任せる，漏れる，悩む，腐る，落ち込む，

泣く，治る，困る，隠れる，勧める，賑わう

表 5 用いた形容詞クエリ

優しい，忙しい，悲しい，すばらしい，速い，渋い，難しい，

若い，楽しい，恐ろしい，激しい，嬉しい，重い，美味しい，

新しい，もったいない，苦しい，うるさい，明るい，美しい

れなかった．そこで続く実験においては，本文とタイトルを区

別しないキーワードインデックスを用いた．

4. 2 実験 2 ：提案手法によるインデックスに基づくクリッ

プアート検索の分析

4. 2. 1 クエリの選定

次に Microsoft Office のシステムとの比較実験を行った．ま

ず比較のために Microsoft Office の Web ページと Microsoft

Office のソフト自身に収められているクリップアートから，

96448 種類のクリップアートについてキーワードアノテーショ

ンを取得した．しかしキーワードインデックス作成に用いた

2521 種類のクリップアートのうち， 139 種類については Mi-

crosoft Office のシステムにおいてどのようなキーワードアノ

テーションが付与されているのか判明しなかった．そのためそれ

らを除いた 2382 種類のクリップアートを対象に実験を行った．

96448 種類の クリップアートには， Microsoft Office のシ

ステムにおいて 31688 語のユニークなキーワードアノテーショ

ンが付与されていた．一方で作成したキーワードインデックス

のユニークなキーワードの総数は 16531 語であった．これらの

うち両方に共通したキーワードの総数は 3995 語であった．

これら 2 つのキーワード集合の和集合 44224 語から，形態

素解析によりキーワードとして取得した名詞・動詞・形容詞に

ついて，それぞれの品詞ごとにクエリを用意した．特に名詞は

具体名詞と抽象名詞に分け，具体名詞 30 語，抽象名詞 30 語，

動詞 20 語，形容詞 20 語の計 100 語について実験を行った．

表 2から 5はそれぞれ実験に用いたクエリの一覧である．

4. 2. 2 適合率‐再現率

図 6は実験結果の適合率‐再現率グラフ（注2）である．Microsoft

（注2）：Microsoft Office のシステムでヒットしたものは全て正解と仮定（「MS」

の適合率は 1）し，さらに Microsoft Office のシステムと本システムでヒット

した集合全体に，全ての正解が含まれていると仮定（「MS + 本システム」の再



図 6 適合率‐再現率

Office のシステムにおける再現率は，具体名詞は高いものの，

それ以外の品詞においては高くないことが見て取れる．した

がって，具体名詞以外でのキーワードインデックス拡張の必要

性を確認できる．

本システムは Microsoft Office のシステムと比較して具体名

詞以外において再現率が向上しており，キーワードインデック

スの拡張に成功している．特に抽象名詞については，一般にプ

レゼンテーションにおいて好まれるため，実際のプレゼンテー

ションからキーワードインデックスを作成した本システムでは，

たくさんの抽象名詞をキーワードすることができた．しかし一

方で適合率は低下しているため，今後は関連度の低いキーワー

ドを除去する必要がある．

4. 2. 3 カ バ ー 率

Microsoft Office のクリップアート検索における問題点とし

て，少なくないクエリが何も検索結果を返さないということが

挙げられる．したがって再現率とは別に，少なくとも 1 件は適

合したクエリ数の割合を「カバー率」と定義する．

図 7 カ バ ー 率

図 7はカバー率のグラフである．この指標においても本シス

テムはやはり抽象名詞において，Microsoft Office のシステム

現率は 1）する．

を上回っており大きな改善が見られる．したがって Microsoft

Office のシステムでは得られなかった新たなクリップアートを

得ることに成功した．

一方で動詞と形容詞についてであるが，これらは双方のシス

テムにおいて率があまり高くない．今後はさらに適切な動詞や

形容詞をキーワードインデックスとして拡張していくことで，

システムを改善する必要がある．

図 8 “詐欺”の検索結果

比較実験の結果例を示す．図 8 は “詐欺” の検索結果を 2 つ

のシステムで比較したものである．本システムで得られたク

リップアートは，箱の中身に，あるいは郵便受けにあるべきも

のがないため戸惑っている人が描かれていると解釈できるた

め，この人物が詐欺に遭った被害者であることを想起させる．

Microsoft Office の検索システムで得られたクリップアートは，

少しわかりにくいが，詐欺を行う加害者を描いたものであり，

それと比較して，本システムでは詐欺にあった被害者という質

的に異なるクリップアートが得られた．

5. 関 連 研 究

本研究はクリップアート検索の再現率の向上を目的としてい

るが，Web 画像検索において同じように再現率向上のための

研究 [9]が行われている．

岡本ら [10] はプレゼンテーション中のスライド検索の適合

率向上のためにおいて，プレゼンテーション特有の構造を考慮

したキーワードの重み付けにより，スライドのキーワードイン

デックスを作成している．

是津ら [11]は Web における画像の文脈を，周辺テキストや

画像，HTML タグの解析から親子・兄弟関係，リンク関係を

用いて抽出している．このシステムではキーワードを入力して

それに適合する文脈を見つけ，その文脈内にユーザが所望する

画像が含まれていれば，さらにその文脈と類似した文脈を探し

てくることでユーザへの提示画像を増やしている．本研究にお

いても同様に，そのクリップアートが使われている文脈を考慮

することで，ユーザへと提示する画像の数を増やすことができ

ると考えられる．

しかしプレゼンテーションは Web と違ってリンク関係が存

在しないなど，同じ手法を適応することはできない．そこで類

似文脈ではなく，類似スライドに含まれるクリップアートを提



示したい．そのためにどのように類似スライドを判断するかで

あるが，これには小山ら [12] の研究を参考にする．小山らは

Web ページのタイトルに含まれる単語とWeb ページ全体に含

まれる単語を区別して共起頻度を測ることで，話題語（ユーザ

が入力したクエリ）を詳細化するキーワード（詳細語）を求め

ている．これを応用してスライドのタイトルに含まれている単

語から話題語，それ以外に含まれている部分にから詳細語を発

見し，同じ話題語，詳細語を含むスライドを類似スライドとし

て判断できると考えられる．

6. まとめと今後の課題

本論文において，現状のクリップアート検索の抱えている問

題である再現率の低さについて指摘した．それを改善するた

めに，実際に過去に作成されたプレゼンテーションを用いてク

リップアート用例辞典を構築すること，及びそこからキーワー

ドインデックスを作成することで，各々のクリップアートに対

してキーワードアノテーションを拡張することを提案した．そ

してそのためにプレゼンテーションの収集，抽出，その情報を

組織化して蓄積することでクリップアート用例辞典の構築する

方法について説明し，それを行った．そこからキーワードイン

デックスを作成し，Microsoft Office のクリップアート検索シ

ステムと比較することで，従来では提示することができなかっ

たクリップアートを提示することに成功した．

今後は本論文の結果を踏まえ，プレゼンテーションの構造を

利用した方法を提案する．具体的には前章で提案したように，

スライド内オブジェクトの座標やタイトルに着目した類似スラ

イドの発見を通して，本論文以上に適切なクリップアートを提

示することを目指し，検索における再現率の向上を図る．
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