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あらまし 本稿では，SVG文書を対象として任意の編集処理からオブジェクトを抽出し，編集前後のソースとそれに

付与する言語的メタデータの差分から概念抽出を行う方式を提案する．編集情報を SVGの構造木の差分を基に解析

し，依存性のない汎化差分として抽出する．付与したメタデータを基に自然言語を用いて汎化差分を合成することで，

オブジェクトの再利用を行う．SVG文書の合成実験を通して，その有効性を検証する．
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Abstract This paper describes a method of concept extraction using editing differences between pairs of SVG graphics and

between the corresponding textual metadata. Differences for graphics are extracted based on the analysis of the tree structure

of SVG, and are generalized to abstract from the specifics of targets and document structure. We verify the effectiveness of

our method with an experiment generating new SVG graphics from textual descriptions, existing graphics and corresponding

textual metadata.
Key words SVG, GDA, XML, Diff, Object Extraction, Concept Extraction, Vector Graphics, Natural Language Processing

1. は じ め に

現在，多くの電子文書やデータが XML 形式で流通している．

これまで静止画像やアニメーション画像は，PNGや GIFなど

ラスタ形式で取り扱われることが多かったが，これらのコンテ

ンツを XML で記述する SVG (Scalable Vector Graphics) [1]が注

目されている．SVGは Flashや EPS，WMFなどと同様に，ベ

クタ形式で表現された静止画像およびアニメーション画像であ

る．直線，曲線，多角形，円，楕円などの基本的な図形要素を

組み合わせることによって画像を表現する．ラスタ画像は汎用

性が高い反面，その解析は画像処理技術に帰着させなければな

らない．静止画像やアニメーション画像の研究の多くはラスタ

画像を取り扱っており，SVGを用いた研究はあまり多くない．

しかし，SVGのように画像内のオブジェクトを XML であらか

じめ構造化することで，コンピュータで比較的容易に扱えるだ

けでなく，より高度な処理が可能になる．



図 1 概念レベルでの“赤い”の共通性

我々は既に，画像内の構成素を構造化 [2] し，その配置に関

する意味関係の抽出 [3] や，自然言語とのマッピング [4] に関す

る研究を進めている．SVG文書と自然言語を意味レベルでマッ

ピングし，そのデータを再利用することで付加価値を持つ新た

なコンテンツを生成する．今後，このように構造化されたコン

テンツが流通することで，より高度な意味情報を抽出できると

考えられる．しかし，多くのデータは構造化がされておらず，

また構造化が既になされた文書であっても，その構造の細分化

を考慮しなければならない．

画像内の構造のみを抽出するのであれば既存のオブジェクト

抽出技術を用いれば良いが，我々の研究ではさらに画像オブ

ジェクトは自然言語情報などの様々なメタデータを持つため，

これらの情報をどのようにマッピングするかという問題がある．

解決の一手法として，本稿ではユーザの編集情報の差分を用い

たデータ構造化を取り扱う．ここでいう編集情報の差分とは，

図 1に示すような差分を指す．(1)“携帯電話”を示す SVG文

書があり，その文書を視覚的に“赤くする”ことで，“赤い携帯

電話”という SVG文書が作成されたとする．このとき，編集

前後の SVG文書には“赤い”という意味的な差分があること

が想像できる．この“赤い”という差分は“携帯電話”に対し

てのみ成立するものではない．再利用性があり，(2)“蜂”およ

びその構成素となる“羽”に対しても適用可能であるはずであ

る．本稿では，編集前後の SVG文書とそのメタデータの差分

から，前述のように他の SVG文書に対しても適用可能な概念

的な差分を抽出し，抽出データを再利用する手法を提案する．

SVG文書の合成実験を通して，その有効性を検証する．

2. 関 連 研 究

画像オブジェクトに着目した技術として内容検索 (CBR: Con-

tent Based Retrieval)がある [5]．CBRは元画像から色合いや形

状といった画像の特徴量を抽出し，検索のキー画像と似た特徴を

有する画像を検索する技術である．オブジェクトに基づく検索を

目的とする CBRの代表的な例としてQBIC [6]や VisuSEEk [7]，

VP [8]が挙げられる．これらのシステムでは，ラスタ形式を取

り扱い，人手をかけずにオブジェクトを決定する手法を採用し

ている．画像内を主に色情報に基づいて複数領域に分割し，オ

ブジェクトを自動抽出する．その他の情報を利用する手法とし

ては，オブジェクトやメタデータの含蓄比率の利用 [9]，それら

に加えオブジェクトの形状・色・大きさ・方向の類似性をもと

に類似度を計測する研究が進んでいる [10] [11]．ベクタ形式を

取り扱う方式では，オブジェクトの輪郭線領域を表現する図形

要素を利用する手法 [12]や，特徴点に基づく手法 [13] [14]があ

る．これらの研究では，クリップアートのように色合いのはっ

きりした画像については有意なオブジェクトを精度良く抽出し

ている．しかし，輪郭線の不明確な画像への適用は難しく，一

般的な写真を対象とした抽出手法は確立されていない．画像

データベースを構築することで精度向上を試みる研究も行われ

ているが，完全な自動化はいまだ困難と言える [15]．

画像オブジェクトの抽出が困難であるのは，輪郭線領域抽出

の精度だけでなく，人間の主観や感性に左右されるためであ

る [16]．この問題を解決する手法として，人間が切り出しを補

助する手法 [17] [18]は有効であると考える．既存手法では主に

オブジェクトの輪郭等を指定する手法が一般的であるが，画像

からオブジェクト抽出を行う処理は画像編集処理の一種である

と考えられる．本稿では，人間が任意の画像編集を行い，その

編集前後の画像差分からオブジェクトを抽出する．任意の編集

処理に着目することで，オブジェクト抽出だけでなく，編集操

作に基づく画像概念の処理を可能とする．オブジェクトの検索・

再利用には，キー画像を用いず，画像に付加された自然言語メ

タデータを用いる．これは任意の編集処理が，切り出し操作と

比較して，オブジェクト抽出のみを表現するのではないためで

ある．今回は，処理の容易な自然言語に基づいた概念の再利用

手法を取り扱う．

3. 画像編集前後の差分

画像編集は，雑音となるような編集を除けば，編集操作とそ

の適用対象となるオブジェクト（以下，編集対象と呼ぶ）の 2

つで構成されると考えられる．編集操作と編集対象を区別する

ことは，データと処理を分割する意味でも重要である．本稿に

おける編集操作は，形状・大きさ・色・角度といった静止画像

に行う操作だけでなく，アニメーションも含む．既存研究では，

主にラスタ形式を取り扱っており，静止画像とアニメーション

画像を区別して扱う．そのため，前後フレームの差分などから

オブジェクト抽出を行う必要がある [19] [20]が，SVGでは，前

者は属性，後者は要素として定義されるため，これらを画一的

な XML 処理として処理する．

4. 手 法

本手法の処理フローを図 2に示す．処理は大きく差分抽出部

と合成部に分かれている．差分抽出部では，様々な SVG文書

から他の文書にも適用可能な汎化差分を抽出し，汎化差分リポ

ジトリに蓄積する．合成部では汎化差分リポジトリの内容をも

とに合成 SVG文書を生成する．本手法で想定する入力は 4. 1

節，SVG差分抽出は 4. 2節，メタデータ差分抽出は 4. 3節，差

分のマッピングは 4. 4節，差分の汎化は 4. 5節，差分の合成は

4. 6節においてそれぞれ詳説する．

4. 1 入 力

本手法では，自然言語のメタデータが付与された SVG文書

の入力を想定している．入力の概要を図 3に示す．入力は (1)



図 2 処理フロー

図 3 入力データ例

編集前，(2)編集対象，(3)編集後の三つ組みを想定し，それぞ

れのデータは，SVG文書（画像）および自然言語のメタデータ

が付加されているものとする．自然言語のメタデータは，“携

帯電話”や“赤い携帯電話”のように処理が容易な自然言語で

構成され，GDA タギングされた情報を同時に持つメタデータ

を想定している．

GDA (Global Document Annotation) [21]とは，我々の研究グ

ループの橋田が提案する，多言語間に共通の統語・意味などに

関する XML タグセットである．GDAでは，文法機能（主語，

目的語，間接目的語），主題役割（動作主，非動作主，受益者

など），修辞関係（理由，結果など）や照応関係を表せる．既

に検索，要約，翻訳，対話処理，質問応答システムをはじめと

した自然言語処理の分野で GDAを活用した研究報告がなされ

ている．GDAタギングすることで自然言語処理を介して SVG

とメタデータをマッピングできる．

編集対象とは，編集前のデータに対して編集後のデータが持

つ差分概念を適用する対象である．図 3では，編集前の SVG

文書全体の“携帯電話”を指定している．携帯電話の“ディス

プレイ”や“ボタン”などのオブジェクト，“蜂”などの他の

SVG文書も指定できる．

本来，この編集対象の情報を推論によって抽出することが最

も望ましいが，編集対象が必ず差分として抽出されるとは限ら

ない．例えば，画像に対して新たなオブジェクトを付加する場

<xd:xmldiff>

<xd:node match=’3’>

<xd:node match=’5’>

<xd:add name=’style’ type=’2’>fill:#ff0000</xd:add>

<xd:node match=’2’>

<xd:add name=’style’ type=’2’>fill:#ff0000</xd:add>

<xd:node match=’2’>

<xd:add name=’style’ type=’2’>fill:#ff0000</xd:add>

</xd:node>

</xd:node>

</xd:node>

</xd:node>

</xd:xmldiff>

図 4 SVG差分の抽出例（一部省略）

合が当てはまる．編集対象は携帯電話の“ディスプレイ”である

が，ディスプレイ自身には編集操作が加わっていない場合など

である．編集対象が差分として抽出できない以上，推論は非常

に困難であると考える．また，編集対象に付加されたメタデー

タを利用できないため，抽出した編集操作概念をどのように再

利用するかという問題がある．これは編集対象は単体で実体を

持つが，編集操作は単体では実体を持たず，編集対象に付加す

ることでのみ実体を持つためである．本稿では以上の理由から，

編集対象を明示することで処理の簡素化を行うこととした．

4. 2 SVG差分抽出

編集前後の SVG文書における概念の差分は，SVG文書の差

分によって表現できる．SVGは XML フォーマットで表現され

るので，XML 差分を抽出することが可能である．本稿では，

XML 差分の抽出に Microsoftの提供する XML Di ff and Patch

Tool [22]を用いた．図 3 (1)(3)の差分から得られるソースを図

4に示す．

この差分は XML 差分文書の仕様 XML Di ff [23] に基づいて

出力される．XML Di ff は，編集操作を追加・変更・削除の 3

種類で定義し，それぞれ xd:add，xd:change，xd:removeで定義

する（以下，編集操作ノードと呼ぶ）．移動操作は xd:addと

xd:removeの組み合わせで表現し，その場合のみ有効な識別子

を付与する．編集内容は，編集操作ノード内のテキストで表現

する．

編集操作の対象は，編集操作ノードと xd:node要素と match

属性とそれらの階層構造を用いて定義する（以下，これら

によって定義される編集対象を，編集対象ノードと呼ぶ）．

XPathを用いて表現する場合，それぞれの編集操作が対応す

るノードは，node()[3]/node()[5]，node[3]()/node()[5]/node()[2]，

node[3]()/node()[5]/node()[2]/node()[2]となる（ただし本来は，

XPathがテキストノードを考慮するのに対し，XML Di ffは考慮

しないので XPathのノード番号が異なる）．これらの 3つの編

集対象ノードの集合が“携帯電話のボディ”を表現する．

つまりこの差分は，オリジナル文書である図 3 (1)携帯電話

の SVGに対して，そのボディに対応する要素 path（図形の外

形線）が持つ属性 fill（path要素の塗り潰し色）を赤色に変化

させることを意味する．ただし，XML 差分は編集対象ノード

と編集操作ノードが混在した状態で保持される．一方のノード

を変更した場合，その影響はもう一方のノードに波及し，意味

の異なる差分となる．編集対象ノードは画像オブジェクト，編



(1)赤い$

<gda:gda>

<gda:su>

<gda:ajp mph=’juman; 形容詞;...; 赤い; あかい’>赤い</gda:ajp>
<gda:x>$</gda:x>

</gda:su>

</gda:gda>

<gda:gda>

(2)携帯電話

<gda:gda>

<gda:su>

<gda:n>

<gda:np mph=’juman; 名詞+サ変名詞;; 携帯; けいたい’>携帯</gda:np>
<gda:n mph=’juman; 名詞+サ変名詞;; 電話; でんわ’>電話</gda:n>

</gda:n>

</gda:su>

</gda:gda>

図 5 メタデータ差分の抽出例（一部省略）

集操作ノードは画像編集処理として分離・保持する．また，編

集対象ノードは，オブジェクトの一意性を厳格には定義しない．

実際に編集するノードを表現するのみであり，そのノードが属

するオブジェクトの組成までは表現できない．そのため，画像

から推測できる視覚的な差分は，実際に得られる編集対象ノー

ドの表現と乖離する場合がある．例えば，“ディスプレイ”や

“ボタン”などのオブジェクトに着目した場合，“ディスプレ

イ”は 1つの図形要素ではなく複数の図形要素で構成されたり，

12個の“ボタン”はグループ化され 1つの要素として扱ってい

る可能性もある．編集対象ノードは，これらのオブジェクトを

単位として行うのではなく，あくまでオブジェクトを構成する

要素の編集によって行われるのである．

差分抽出は，図 3 (1)(2)間，(1)(3)間で行い，(1)(2)間で取得

した編集対象ノードと，(1)(3)間で取得した編集操作ノードを

利用する．これは前章で述べたように，編集対象が指定されな

い画像編集に対応するためである．以降，編集対象ノード・編

集操作ノードは，これらのノードを利用するものとする．

4. 3 メタデータ差分抽出

SVG文書の差分を名辞的に取り扱うための枠組みを構築す

る．意味概念の再利用には，少なくとも編集操作，編集対象が

必要性があり，本節ではそれらを取り扱う名辞を抽出する．図

3から得られる差分のソースを図 5に示す．(1)赤い$は編集操

作，(2)携帯電話は編集対象である．編集対象は入力で“携帯電

話”として指定されているため，これをそのまま用いる．編集

操作は編集後のメタデータから編集対象の名辞を除いた差分で

ある．ここで$は任意の品詞を示すメタキャラクタとして扱っ

ている．編集操作はメタキャラクタへの修飾として働き，“携

帯電話”や“蜂”といった名詞の SVG差分だけでなく，“大き

い”や“緑色の”といった形容詞を示す SVG差分に対しても適

用可能である．

4. 4 差分のマッピング

前節・前々節で得た SVGとメタデータの差分をマッピング

する．これにより，メタデータを介して SVGの差分情報を取

り扱うための枠組みを構築する．図 6にマッピングの例を示す．

左右に示すのは，編集前後の SVG文書とメタデータである．

図 7 SVG文書の合成例

上下に前節・前々節で説明した SVG文書とメタデータの差分

を表示している．これらの差分は編集前後の文書ではそのまま

適用しても利用可能であるが，他文書に対して適用する場合，

より汎化した状態で保持しなければならない．本稿では，図 6

中央に示すように，メタデータの差分である“赤い”とその対

象である“携帯電話”を，それぞれ別に保持することでこの問

題を解決した．“赤い”は編集操作ノードと結び付き，“携帯電

話”は編集対象ノードと結び付く．編集操作ノード・編集対象

ノードを置換した場合には，SVG文書とメタデータの差分を置

換することで，新たな意味の差分を生成する．

このマッピング手法において重要な点は，編集操作ノードと

編集対象ノードが完全に分離できる点である．SVG差分に上位

ノードが存在したとしても，実際に処理対象となるのは SVG

差分より下位のノードのみである．一般的な XML 差分におい

ては差分の上位構造を考慮する必要性があるため，このように

結びつけることはできない．SVGは構造定義上，オブジェクト

を構成する図形要素は，その他の図形要素をサブツリーとして

持たない．そのため，上位構造に依存しない処理が可能となり，

被編集ノード以下の図形要素を処理すれば良い．

編集操作と編集対象を分離することで，SVG文書の扱いが非

常に容易に行える．図 6において，編集操作を“消える”に置

換すれば，“携帯電話が消える”という差分を生成できる．同様

に，編集対象を携帯電話の“ディスプレイ”に置換すれば“赤

いディスプレイの携帯電話”という差分も生成できる．さらに，

編集対象を他文書に置換することで様々な SVG文書の合成が

可能となる．図 7に例を示す．図 7は，“羽のない蜂”の汎化

差分に対して“携帯電話が赤い”の汎化差分を合成している．

“携帯電話が赤い”の編集対象を“携帯電話”から蜂の“羽”に

変更し，“羽のない蜂”の編集操作を羽が“ない”から“赤い”

に変更する．これらを合成することにより，新たに“羽の赤い

蜂”という SVG文書が生成できる．

4. 5 SVG差分の汎化

前節で得た差分のマッピング情報は，SVG差分に依存性があ

るため，そのままの状態では利用可能ではない．編集対象ノー

ドおよび編集操作ノードを汎化し，利用可能な差分を抽出しな

ければならない．



図 6 SVGとメタデータの差分のマッピング例

4. 5. 1 編集操作の汎化

“赤い”などの非常に簡単な編集操作であっても，その方法

は様々である．複雑な SVGではすべての要素を赤くするので

はなく，特徴量の大きい要素を赤くすることが想定される．こ

れらの特徴量を自動設定するには何らかのルール抽出が必要で

あり，また差分の領域を超える．そこで今回は与えられた編集

操作を汎化して適用することにした．本稿では，ある文書から

編集操作COi , (i = 1, 2, . . . , x)および編集対象 NOi が得られ，こ

の編集操作を他文書の編集対象 NTj , ( j = 1,2, . . . , y) に適用す

る場合，COi を CTj , ( j = 1,2, . . . , ⌈y/x⌉)として対応付けた上で
汎化する．COi は CT⌈yi/x⌉ と対応している．この定義では，編

集操作群に“赤くて大きな”といった複数の編集操作がある場

合，編集対象が混在する問題がある．今回は一つの SVG差分

文書は一つの意味を持つと仮定することで，この問題を回避し

ている．

4. 5. 2 座 標 調 整

xd:addで追加された SVG要素は，他の SVG文書に付加する

場合，前章で述べたノード抽出以外に座標調整が必要になる．

前章で述べた汎化差分を“羽のついた蜂”の SVG文書と合成

し，“羽に日の丸のついた蜂”を生成することを考える．この

場合，編集対象ノードを携帯電話の“ディスプレイ”から蜂の

“羽”に変更するだけでは完全ではない．“ディスプレイ”は，

携帯電話の SVG文書においてのみ有効な位置・大きさ・角度な

どで定義されるためである．これらの情報を調整し，蜂の“羽”

に適用可能な要素に変更しなければならない．変更は適用側の

SVG要素を g要素を用いてグループ化し，座標変換を加える

ことで行う．

4. 6 差分の合成

GDA を利用せずとも，SVG差分さえあれば SVG文書の合

成自体は可能である．しかし，実際に合成しようと考えた場合，

特に編集操作の扱いにおいて，どのように意味情報を扱うかと

いう問題がある．本稿では，GDA を用いてメタデータを表現

することで，自然言語処理による名辞的な再利用を行う．

図 8を例に，自然言語から画像合成を行う処理を以下に示す．

“携帯電話”，“青い羽の蜂”，“日の丸のついた車”をもとに

“青い日の丸のついた携帯電話”を生成する例である．“青い日

の丸のついた携帯電話”を再び例として挙げる場合，その形態

素として“青い”，“日の丸”，“の”，“ついた”，“携帯”，“電

話”がある．助詞などの検索に不要な要素の排除・複合詞の連

結を行うことで，“青い”，“日の丸”，“ついた”，“携帯電話”

を得られる．これらの構成素をもとに汎化差分リポジトリ内の

メタデータを最大一致長検索を行う．今回は“携帯電話”，“青

い ”，“日の丸の付いた”メタデータ差分群が既にリポジトリ

に登録されており，検索結果として取得できたものとして説明

する．検索結果として得られたメターデータ差分群は，まず検

索キーとして与えた“青い日の丸のついた携帯電話”の順序に

沿うようにソートし，合成手順列とする．合成手順列に含まれ

るメタデータ差分群は，編集対象・編集操作のいずれかであり，

その対となるメタデータ差分を検索する．検索結果の例を以下

に示す．

(青い$ 蜂), (日の丸のついた$ 車), (nil 携帯電話)

編集操作“青い$”の対として編集対象“蜂”が得られ，“日の

丸のついた$”の対として“車”が得られた結果である．編集対

象が検索結果に含まれる場合には，“携帯電話”のように編集

操作を持たない場合も考えられる．合成処理の例を以下に示す．

(((青い$ 蜂)(日の丸のついた 車))(nil 携帯電話))

→青い日の丸のついた携帯電話

これらの組合せを，与えられた名辞の係り受け関係をもとに合

成していく．“青い蜂”に対して“日の丸のついた車”を合成

し，その結果に対して“携帯電話”を合成することで，“青い日



の丸のついた携帯電話”が最終的な出力結果として得られる．

SVG差分に対して自然言語のマッピングは，自然言語処理だ

けでなく画像処理の側面からも望ましい．大きく 2つの理由が

挙げられる．第一に，編集処理の複雑化・多様化の解決である．

様々な編集処理を無作為に蓄積していくと，その編集処理をど

のように再利用するかという点が不明瞭になる．自然言語を用

いて編集処理を再利用することで，そのコストを低減すること

が可能であると考える．“青い日の丸のついた携帯電話”を生

成する合成処理を考えた場合，編集操作“青い$”の編集対象は

“日の丸”であり，編集操作“日の丸のついた$”の編集対象は

“携帯電話”となる．これは自然言語処理における係り受け関

係と類似している．これらの手続きと係り受け関係をマッピン

グすることで，編集操作の容易な指定だけでなく，自然言語と

の相互変換が可能になると考える．

第二に，自然言語との相補性である．複数形や係り受けは，

自然言語処理において曖昧性を生む一つの原因である．“ボタ

ンの青い携帯電話”という名辞を例にとると，対象となるボタ

ンが単数なのか複数なのかという推測は難しい．他にも日本語

においては“ボタン”という名辞が自然言語に含まれない，主

格省略などの影響も考慮しなければならない．手続きから自然

言語への変換は困難であるが，自然言語処理における対象と処

理を定義することで，これらの問題の解決が期待される．“青

い日の丸のついた携帯電話”という名辞を例に挙げる．自然言

語における係り受け関係から得られる意味の取り方は 3種類考

えられる．

• “青い日の丸”のついた携帯電話
• 日の丸のついた“青い”携帯電話

• 日の丸の“青くついた”携帯電話

本手法で抽出したメタデータ差分“日の丸のついた$”を利用す

ると，以下の 2種類に限定できる．形態素だけでなく自然言語

の構成素を単位として汎化差分リポジトリに蓄積することで，

係り受け関係の曖昧性の削減に役立つ．

• “青い日の丸”のついた携帯電話
• 日の丸のついた“青い”携帯電話

実際にはこの合成処理ではまだ 2種類の意味を持ち得るため，

どちらか一方に意味を決定する必要がある．本稿では，隣接項

からの係り受けを優先することで一意に定めることとした．自

然言語は元来，曖昧性を持っており，自然言語による操作から

曖昧性を完全に排除することは難しい．現状では，この意味決

定処理は暫定的な処理であるが，今後は遷移確率を基にした意

味推定も可能であると考える．しかし，画像処理の立場から曖

昧性を軽減することで，自然言語による画像処理も現実的なコ

ストで行える可能性があると考える．

5. 検 討

本手法を用いた概念の抽出，再利用例を示す．用いた問題一

覧を表 1に示す．各問題は，合成の基準および対象となる文書

を指定し，本手法を適用することで，結果となる合成文書を生

図 8 複数概念の合成例

図 9 実験に用いた SVG文書およびメタデータ

成することで行う．合成の基準および対象となる文書は，4. 1

節で説明した編集対象を指定する．例えば，“ボタンの青い携

帯電話”に“赤い携帯電話”を合成する場合，“ボタン”に係

る“青い”編集操作を，“携帯電話”に係る“赤い”編集操作で

置換することで，“赤い携帯電話”という合成文書が得られる．

表 1で使用する SVG文書は図 9である．基準および対象文書

は，左端の“蜂”または“携帯電話”の SVG文書を編集した文

書である．問題は，基準文書および対象文書で，この編集前の

文書が同一か否かで設定している．前者は問題 1～6，後者は問

題 7～12である．SVG文書は，我々のプロジェクトで構築した

データ（注1）および Open Clip Art Library（注2）を用いた．

使用した SVG文書は，それぞれ用途の異なる編集操作を想

定し，設定している．“日の丸のついた携帯電話”は文書に対

して新たな要素を追加，“ボタンの青い携帯電話”，“赤い蜂”

は既存要素の属性変更，“ディスプレイのない携帯電話”，“羽

のとれた蜂”は既存要素の削除，“触覚の光る蜂”はアニメー

ション付加，“目がふにゃふにゃの蜂”は既存要素の形状変更で

ある．“触覚の光る蜂”は，アニメーションであるため，編集対

象“蜂”の色が緑と黒で点滅する．“赤い蜂”は“ボタンの青い

携帯電話”と比較して複数色で構成され，編集対象が複数であ

る点が異なる．また編集対象は，SVG文書全体と内部オブジェ

クトの両方を指定するように分類している．

5. 1 手 順

SVG文書の作成には Inkscape（注3）を用い，手作業で GDA タ

ギングした自然言語をメタデータとして付与した．表 1に列

挙した基準文書と対象文書を作成する．編集対象は，今回は別

の SVG文書として保存している．本来は，SVG文書から対象

となる要素を選択し，その要素を再利用する際に何らかのメタ

データを付加する必要がある．本稿では，その仕組みを取り扱

（注1）：http://sa.carc.jp/pict/

（注2）：http://www.openclipart.org/

（注3）：http://www.inkscape.org/



表 1 問 題 例

問題番号
基準 対象 結果

文書 編集対象 文書 編集対象 文書

1 ボタンの青い携帯電話 ボタン 赤い携帯電話 携帯電話 青い携帯電話

2 ボタンの青い携帯電話 ボタン ディスプレイのない携帯電話 ディスプレイ ボタンのない携帯電話

3 ボタンの青い携帯電話 ボタン 日の丸のついた携帯電話 携帯電話 ボタンに日の丸のついた携帯電話

4 赤い蜂 蜂 触覚の光る蜂 触覚 光る蜂

5 赤い蜂 蜂 羽のとれた蜂 羽 -

6 赤い蜂 蜂 目がふにゃふにゃの蜂 目 ふにゃふにゃの蜂

7 日の丸のついた携帯電話 携帯電話 触覚の光る蜂 羽 光る携帯電話

8 日の丸のついた携帯電話 携帯電話 赤い蜂 蜂 赤い日の丸のついた携帯電話

9 日の丸のついた携帯電話 携帯電話 羽のとれた蜂 羽 日の丸のとれた携帯電話

10 羽のとれた蜂 羽 赤い携帯電話 携帯電話 赤い羽の蜂

11 羽のとれた蜂 羽 ボタンの青い携帯電話 ボタン 羽の青い蜂

12 羽のとれた蜂 羽 ディスプレイのない携帯電話 ディスプレイ 羽のない蜂

うシステムがなかったため，明示的に指定することとした．

SVG差分の抽出に際しては，Inkscapeは既存の SVG文書を

独自データ形式に変換するため，その情報を除去する必要があ

る．除去したデータに対して本手法を適用し，結果文書を生成

した．

5. 2 生 成 結 果

得られた合成結果を図 10に示す．それぞれの SVG文書（画

像）は表 1の問題番号と対応している．問題 4,7はアニメーショ

ン画像であり，利用した対象文書と同様に，“蜂”オブジェク

トの色が緑と黒で点滅する．問題 5には画像がないが，既存の

“蜂”オブジェクトを削除することで，空の画像が得られた結

果である．問題 8は，図からは判別し難いが各ボタンの内部に

日の丸が付加されている．

5. 3 考 察

それぞれの問題で得られた合成結果は問題文の意図を適切に

表現したものもあれば，不適切なものもある．問題 6は不適切

な合成結果の典型例であろう．“目”の path要素の座標関係を

変更することで“ふにゃふにゃの”という状態を表現している

が，“蜂”に対して適用する際に，その要素すべてを“ふにゃ

ふにゃの目”の path要素で置換している．この問題は SVGの

path要素（ポリゴン）の特性に起因する．path要素は座標情報

を d属性一つで保持するため，XML 差分においては path要素

の d属性の変化情報しか取得できない．そのため，変化した d

属性を適用してしまい，正しい合成が行えないのである．この

ように，物体の形状が変化するような事例では本手法の処理で

は不足だろう．また SVGでは問題 4,7のようにアニメーション

の差分を抽出することが容易であるが，モーションパスを表現

する animateMotion要素では path要素と類似した記法が用いら

れる．そのため，オブジェクトの詳細な動作抽出にはモーショ

ンパスの解析が必要である．今後，より詳細な差分の抽出には，

このような SVG要素の持つ意味の解析が必要となるだろう．

問題 6のような形状の変化を除けば，その他の合成は，意味

的には正しい変換が行うことができる．一方で画像の表示面で

は課題が残る．この問題は，問題 3,8と問題 1,4,7,10,11の比較

図 10 抽出された配置結果

で顕著に現れている．問題 3,8は問題文の意味が画像からわか

りにくい例である．問題 8は白と赤で表現される“日の丸”全

体を赤くすることで“赤い日の丸”を生成している．しかし，

“日の丸”の白部分まで赤くなっており，“赤い日の丸”という

情報を画像から推測することは難しいだろう．同様に問題 3は，

ボタンと日の丸の白部分が合わさって，どこに日の丸があるの

かが非常にわかりにくい．一方で問題 1,4,7,10,11は問題文の意

味をわかりやすく提示していると言える．この要因は，もとの

文書にあらかじめ外形線があった，周囲のオブジェクトとの区

別が容易であったなどの画像自体の特徴が影響したためと考え



られる．このように，“赤い”などの形状変化を伴わない物体の

変化情報は，オブジェクトがあらかじめ持つ色調，透明度，外

形線などを考慮した適用が必要であると考えられる．

また合成画像だけではなく画像と自然言語の対応も興味深い．

問題 12で使用される明辞“とれた”，“ない”は自然言語レベ

ルで同義語として捉えることができる．これらを同義語として

処理するには一般的に何らかの概念辞書などが必要である．し

かし本手法を用いることで，基準画像と合成画像の同一性およ

び類似性から画像レベルでの対応を含めた換言を抽出し，画像

言語化辞書が構築できると考えられる．また多言語間に共通の

データ形式である GDAを，複雑な処理を介せず差分によって

マッピングするため，多言語対応が容易であるという利点も挙

げられる．

問題 9ではあらかじめ“日の丸”のついた携帯電話から“日

の丸”を取り除くことで，“日の丸のとれた携帯電話”を生成

している．この合成画像は“携帯電話”と等しい．画像の再利

用の観点からは意味を持たないが，自然言語レベルでの背景知

識獲得に役立つと考えられる．通常，画像に対して様々なメタ

データを付加する場合，どのような背景知識のもとに付加され

たものか測定できない．それ故にメタデータ間で不整合が生じ

ることが考えられる．本手法を用いることで，編集前後のメタ

データ差分から意味関係を定義することが可能である．

6. まとめと今後の課題

本稿では，編集前後の SVG文書とそのメタデータの差分か

ら“赤い”や“ない”といった汎用的な関係性の抽出とその再

利用手法を提案し，SVG文書の合成実験を通してその有効性を

検証した．画像処理などの複雑な前処理が不要であるため，容

易に利用できる手法であると考えられる．SVG文書の持つ意味

の抽出が可能になる他，SVG文書からその差分を用いて構成素

を細分化するため，SVG文書の構造化にも役立つであろう．

今後は，SVGの意味を考慮した差分抽出を行うことで，ポリ

ゴンやモーションパスに対応した差分抽出を行う．そして今回

構築した SVG差分とメタデータ差分のマッピング情報をもと

にした，SVG文書と自然言語の自動変換，SVG文書の意味解

析・意味検索などについて検討していく予定である．また本手

法では制約の強いデータを対象としており，現実にはこのよう

なデータに特化したデータベースおよびシステムが成熟してい

ない．これらを容易に取り扱うための仕組みを確立することが

急務である．さらに，編集前後の SVG差分が持つ構造やノー

ドの依存性を汎化することで，汎用的な関係性を抽出している．

しかし，汎用的な関係性というのは，同じ意味を持つ様々な文

書の要約として得られるものである．多数の文書からのルール

抽出について考慮していく必要がある．
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