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B．研究目的 
江戸時代を中心として多く出版された古典籍

の画像および浮世絵の画像について、画像解析に

基づく分析システムとその教育・研究面への応用

の研究を行う。 

古典籍関連では、挿絵と文書部分の分離、画像

ベースでの文字の切り出しなどによる、文書画像

の構造記述とそのXML化、文字や単語のスポッ

ティング、インデックスの作成，翻刻・解読支援

などの諸機能について研究を行う。 

浮世絵については、文字列部分の抽出を基礎と

する、画像のXMLによる構造記述、落款の字形

に基づく作者同定や編年、色彩の利用などの情報

を利用した木版画の類型判定と画像検索などに

ついての技術的研究を行う。 

 

 
C．本年度の成果  

本年度、本研究プロジェクトでは、浮世絵を中

心とする画像データを対象とした画像処理関連

の以下の研究を行った。 

（1） 浮世絵からの文字列抽出 

（2） 落款文字の抽出手法 

（3） 検索意図を類推する類似画像検索手法 

（4） メタデータと画像の類似性を併用した画

像検索システム 

（1）から（3）は昨年度からの継続課題であり、

引き続きアルゴリズムの改良などを行った。(4)

は新たな課題であるが、今年度はプラットフォー

ムの開発を主たる目的とし、実用的な意味での類

似検索機能の実装と評価は来年度に引き継ぐ。 

 古典籍については、昨年度、図と文字部分の分

離に関する研究を行ったが、本年度は担当者不在

のため、特に取り上げていない。来年度再開する

予定である。 

 

1）浮世絵からの文字列抽出 

浮世絵の画像解析研究の最終的な目標は、浮世

絵画像の構造記述の作成することにある。浮世絵

の研究や分析を行う際、色彩分布、オブジェクト

の形状、構図の情報は重要な情報である。さらに、

浮世絵の中には、画題、描かれた対象の説明、落

款などのさまざまな文字列も含んでいることが

多い。当面のところは、浮世絵中のこれらの各要

素の配置位置などについての関連性に基づいて、

XML を用いた浮世絵絵画の構造記述を作成する

ことを目標とする。 

すなわち、木版刷り絵画であることの特徴とし

て、100 万枚ともいわれる大量の浮世絵が世界中

に現存していることがある。しかもそれらの多く

のものがデジタル化されている。これらの浮世絵

データについて、形式言語 XML による構造記述

ができれば、オブジェクトの分布状況，文字列の

種類や数、配置状況などに着目したデータ検索や

統計的分析などが可能になる。このように、個別



の浮世絵に対して美術史の専門家的見地からの

画像分析をコンピュータにより支援するという

アプローチではなく、従来は、資料が大量で世界

中に分散しているために、統計的な扱いが困難で

あった。今後このような新しい研究スタイルを支

援するという方針を取る。 

以上のような大きな目標持っているが、当面の

ところは浮世絵の全体画像の中から、落款を含む

文字列部分を画像解析により抽出することを短

期的な目標としている。 

文字部分を抽出できれば、その文字を判別する

ことも大きな課題といわなければならないが、歴

史的絵画に描かれる文字をコンピュータにより

自動認識することは、文字認識技術の進んだ現在

においても、なおハードルが高い。また、このよ

うな文字の判読は専門の研究者らにとってはた

やすい作業であり、自動文字認識技術に期待する

ところは少ない。したがって、ここでの文字処理

については、特に落款文字の類似性、パターン分

類など、特に浮世絵が木版刷りであるが故の性質

から、たとえば、同じ木版から刷られたものであ

るかどうかを判別したり、同じ作家でも落款文字

の変化により、制作年の推定を可能にするなど、

図形としての文字の特徴分析を対象とすること

を考えている。 

現在、画像処理の研究分野では、デジカメや携

帯のカメラ機能などで撮影した通常の情景写真

から、看板などに現れる文字列を抽出する研究が

盛んである。これも、様々な色で文字が書かれて

いること、天候による日照の変化、障害物による

文字列の一部の欠け、手書きあるいは芸術的レタ

リングの存在など、「文字列」の統一的な定義を

することが困難などの理由で、完璧なものはまだ

得られていない。ましてや、歴史的絵画であり木

版刷りで作成されたものの中の崩し字という浮

世絵中の文字列抽出は容易に実現できるもので

はない。 

落款をはじめとする浮世絵中の文字は、黒色の

墨を使って描かれ（刷られ）ているが、仕上がり

の浮世絵で、これらの文字が純粋な黒色を示すこ

とはむしろ少ない。すなわち、浮世絵の制作過程

の特徴的なこととして、刷りの過程での色の混ざ

り合い、特に濃い色の混合や掠れの影響を避ける

ため、最初の版では黒色でオブジェクトの輪郭線

や文字などの面積の少ない部分を刷り、次第に淡

く面積の多い色へ重ね刷りする方法をとってい

るといわれている。 

このため、一見して純粋な黒い色で刷られて

いる文字と見えても、その上には他の色が重ね

て刷られている可能性が高い。実際に文字部分

の色彩を詳細に調べてみると、黒と思われてい

た文字部分には相当の色成分が含まれている

ことが分かる。 

通常、色彩画像データ中の黒色の文字を抽出す

るには、最初に色彩画像を白黒濃淡画像に変換し、

これに対して、黒とそれ以外のグレーと白の部分

を分離するための閾値を設定して、２近処理を行

い抽出する。しかし、画像全体を一つの閾値で２

値化することでは、良好な結果を得ることができ

ない。このため、局所的に閾値を変動させること

などのさまざまな手法も開発されているが，完璧

なものは見つかっていない。 

墨で書かれている文字という特徴を利用して、

色成分が存在しないか、少ないところを抽出すれ

ば文字部分を得ることができると考えられるが、

上述の理由により、文字にはかなりの色成分が含

まれていることが多く、これでも必ずしもいい結

果を得られない。 

以上より、ここでは、画像のそれぞれの画素に

対して白黒濃淡値の値、また周辺部分の色彩分布



や背景の色彩との色の差（色差）を求めながら、

その画素が黒色（またはそれに近い色）で描かれ

た文字である可能性を判別する方法を採用した。 

   

(a)                      (b) 

      
(c)                       (d) 

図１ 浮世絵からの文字列抽出処理 

 

図１に処理の例を示す。図１（a）の原画像に対

して，白黒濃淡化したうえで閾値により２値化し

た結果が同図（b）である。右下の欄干と思われる

暗緑色の部分に書かれた文字「錦天神」が抽出で

きていないのが分かる。 

同図（c）は、今回利用した方法による処理結果

である。上記の文字部分は抽出されており、また、

絵画中の黒またはそれに近い色で描かれた部分

も抽出されている。ただし、左上の「新百景」の

文字の右側にある模様の中の文字「錦天神」は判

別しがたい。この図１（c）は、丁度、浮世絵の最

初にする輪郭線と文字の部分の版に対応してい

ると考えられる。 

図１（d）は、同図（c）に対して、個別文字は長

方形状の領域の中に含まれること、また文字列で

は縦方向に各文字が連続していることなど、文字

列の持つ特徴を利用して、抽出したものである。

文字列以外のものも多く含まれているが、これは

さらに大きさなどの制約をくわえることにより

除外することができる。一方、「新百景」の右側

の文字列の抽出は失敗している。 

来年度はこのような課題を解消しよりよい文

字列抽出手法を開発し評価を行いたい。 

 
2）浮世絵の落款文字の抽出 

上述のような、浮世絵画像の構造記述のための、

浮世絵全体からの文字列抽出の研究とは独立に、

落款文字そのものを抽出する研究も続けてきて

いる。ここでは、落款文字を含む縦長長方形領域

を人手により切り出した画像（「落款画像」と呼

ぶ）約 400 枚を対象に、これから落款の文字だ

けを抽出することを試みる。 

浮世絵の主題は、美人画・役者絵・風景画など

がある。役者絵は、歌舞伎の公演のプロモーショ

ンのためのもので、劇場ごとの講演記録が残って

いるものについては、該当する役者絵の落款はタ

イムスタンプの情報として利用できるといわれ

ている。このことより、落款の文字を分離抽出し

これらの字形を比較することにより、出版年推定

のてがかりとなることも期待できる。 

前述したように、浮世絵における落款は、黒色

の墨で刷られているが、一般的にはその上に色彩

が置かれているものが多い。このような性質を持

つものがあり、白黒濃淡化による単純な抽出法で

はうまく対応できない。また、以下のような扱い

づらい性質を持っている。 

・かすれやつぶれを含む 

・種々の背景色の上に黒い文字で書かれる 

・印影と落款が重なる 



・背景に色彩のグラデーションを含む 

・文字の周囲に装飾がある 

 今回は、人間の色覚特性に即した表色系である

Lab 表色系を採用し、背景色との分離に重点をお

いて研究を行った。Lab 表色系で表現した落款画

像に対して、kmeans クラスタリング手法を適用

して、k 個の色成分の画像に分ける。k の適切な

値については、確定することはできないので、

400 枚の落款画像を調査した。この結果、落款文

字の周りを額縁のように取り囲むような飾りの

ある落款を除けば、最大で 4 色程度の色成分か

らなっていることが分かった。このため、今回は

飾りのある落款画像は除外し、その他のものにつ

いて、k=4 と設定してクラスタリングを行った。 

この場合、逆に単純な背景色の上に明確な墨で

刷られたものの場合には、過分割されるため、文

字部分がかすれたり、穴があいたりすることにな

る。したがって、４つの色成分の間の色差を調べ、

最も黒に近いものを墨色部分を代表するものと

して選択し、さらにそれに対して色差がある閾値

以下に収まる領域を最大２つまで統合すること

を行った。 

さらに、背景色が一様ではなくグラデーションを

含むものについては、このままでは背景がいくつか

の部分に分割され、その一部と文字とが合体する障

害が発生する。抽出した文字候補領域が全体の大き

な割合を占める場合には、グラデーションなどを含

むためであると判断し、これらには別の処理、すな

わち適応的二値化手法を適用することにした。また、

細かなノイズ成分の除去も行った。 

以上のような処理の結果のいくつかの例を図

２に示す。グラデーションのある背景をもつもの、

コントラストの少ないもの、背景に模様のあるも

のなども、良好に抽出されていることが分かる。 

目視での判断であるが、400枚の落款画像に対

して 95%の落款文字抽出率を得た。 

 

図 2 落款画像から落款文字列の抽出例 

 

 来年度には、飾りつきの落款画像についての抽

出を試みる。また、切り出した落款文字のデータ

ベース化とそれらのデータの分析、たとえば、類

似文字の抽出などの検討を行う予定である。 

 

3）利用者の検索意図を反映させた類似画像検
索システム 

 現在、膨大な量の画像データを簡単に誰でも利

用可能になった。それに伴い、目的の画像を得る

ための効率的な手法の開発が求められ、多くの画

像検索技術が提案されてきた。 

 画像に付与されたメタデータによる検索だけ

ではなく、画像そのものが持つ情報を用いて、画

像の内容に基づく「類似画像検索」を行うことが

課題となっている。 

その場合、画像から抽出する 1 種類の特徴量

のみを用いることでは、必ずしも意図した検索結

果となるとは限らない。一般に複数の特徴量を組

み合わせて用いることで、適切な検索を行うこと

が可能となる。 

しかし、その一方、複数の特徴量を用いた場合

には、どの特徴量をどの程度重視して検索を行う

かが課題となる。このためには、検索の目的に合

わせて、各特徴量に重み付けを行った上で検索を



行うことが一般的に行われている。最も簡単には、

検索を行う際に、利用者にその重み付を行わせる

ことで行えるが、これは、画像の特徴量の意味な

どを理解して行う必要があり、あまり現実的では

ない。 

 そこで、本研究ではシステムが利用者の検索の

意図を自動的に推定し、その結果に従って各特徴

量に重み付を行うことを試みている。 

 すなわち、検索を行う際、利用者に複数の画像

を選択させることで、その利用者がどの特徴量に

注目しているかをシステムで推定し、各特徴量に

与える重みを決定する。これにより利用者の検索

意図を反映させた検索を行うことを目的とする。 

すでに本研究室では、検索利用者に複数枚の候

補画像を提示させ、それぞれの画像における各特

徴量の散らばり具合を求めた上で、これがある程

度まとまっているものが利用者の求める画像の

特徴であると判断するシステムを開発してきた。

これでは、特徴量の分散をその尺度とする単純な

ものであったが、良好な結果を得ることができた。 

 そこで、本研究ではさらに、この方法に加え、 

・TF-IDF を用いた重み付手法 

・テクスチャ特徴の追加 

の 2 つの改良を行い、検索評価実験を行った。 

図３は検索実験の結果を示している。同図（a）

が質問画像として与えた 4 枚の画像であり、こ

の場合、4枚とも背景の色調はベージュ色と共通

しており、さらに、大きな範囲に細かな文字が書

かれていることにも類似性がある。このことから、

利用者は、背景色がベージュ系で、上部に細かな

文字列が存在している画像を探していると推測

することができる。 

検索結果は同図（b）に示している、この場合、

色の分布については、少し目的のものと当てはま

らないものが混じっているが、文字の存在につい

ては、期待したものが得られていることが分かる。 

今後はさらに他の画像特徴量についても利用

し、例示画像から特徴量の重視の度合いを類推す

る手法をより精緻化したいと考えている。 

 

(a) 質問画像として与えた４枚の画像 

 

(b) 検索結果（類似度の高い上位 30 枚） 

図３ 検索意図を推測する類似画像検索の例 

 

4）メタデータと画像特徴による画像の類似性
基づく画像検索システム 

 本学アートリサーセンターでは多くの浮世絵

画像がデータベース化され一般にも公開されて

いる。ここでは、浮世絵に対して、絵師、画題、



出版年、版元などのメタデータ項目が付与されて

おり、これらの属性値によって、特定の絵師によ

ってある年に出版された浮世絵などを検索する

ことができる。 

 一方、画像データのデータベースにおいては，

前述のとおり、画像の類似性に基づく「類似画像

検索」機能の重要性が指摘され、自分が手元に持

っている画像と類似する画像をデータベースか

ら検索することができる機能が望まれ、多くの研

究開発がおこなわれている。 

 木版画の伝統絵画である浮世絵の特性、たとえ

ば、同じ版から多くの製品が作りだされ、しかも、

れらが世界中に分散して存在する。一説による

と全世界で 100 万枚の浮世絵が存在していると

もいわれている。将来的にこれらの浮世絵画像の

多くがデータベース化された暁には、すべてをメ

タデータだけを頼りに検索することもできない

し、また、メタデータもあるとしても、たとえば、

手元にある絵と「同じ」、または同じ版木が用い

られているが、刷られた時期が違うため版木の摩

耗などにより「ほぼ同じ」絵となったものの存在

を世界中から探すことは興味ある研究課題にな

ると考えられる。 

 以上のような観点から、ここでは、当面はアー

トリサーチセンターでデータベース化されてい

る浮世絵画像データを対象として、メタデータに

よる検索、および、それと画像間の類似性に基づ

く画像類似検索の機能を持ったシステムを作成

し、浮世絵研究、美術史研究に役立てようという

目標を立てている。 

 今回作成したシステムは、すぐこのまま実用に

供されるようなものにはなっていないが、一般の

利用者が手軽に使えるように、GUI などのユー

ザインタフェースを工夫し、また、ユーザからの

希望に応じて、改善やバージョンアップ、カスタ

マイズなどが行いやすいシステム環境を構築す

ることを目指した。 

 画像の類似性についても、一般的にたとえば，

画像中の色彩の度数分布（ヒストグラム）や色の

空間分布、画像のテキスチャ特徴の類似などを組

み込んだものが多いが、たとえば浮世絵など特定

のジャンルの絵画を対象とした場合、そのジャン

ルでの「絵画の類似性」には、特有の観点があり

うると考えられる。 

 このため、画像からの画像特徴の抽出機能につ

いても、モジュラー性を確保して、必要に応じて

追加などができるように、プラットフォームのデ

ザインを考えている。 

 

図４ 検索条件入力のためのインタフェース 

 

 図４は試作した検索システムのユーザインタ

フェースを示している。この段階では画面の下半

分に、画像データベース中に収められているもの

のなかから 14 枚程度のものがランダムに表示さ

れている。 

 上半分右に示されている画像は、この画像を例

示画像として、この画像に「類似した」画像を検

索するために指定するものである。 

上段の左には、メタデータ項目に関する検索条

件を入力するためのインタフェースがある。 

 作成したシステムをアートリサーチセンター

で一般に公開されている約 5700 枚の浮世絵画像



データを対象にしてテストを行った．そのひとつ

の例を示す。 

 

（a）絵師「豊國」と色分布の類似性による結果 

 
（b）絵師「豊國」と色分布およびテクスチャ特徴の 

類似性による結果 
図５ 画像検索の例 

図５(a)は，メタデータ項目「絵師」に「豊國」

を指定し，ひとつの例示画像をセットした上で検

索を行ったものである．検索結果が下段に表示さ

れている．この場合，画像の類似性の判定には，

カラーヒストグラムの類似性のみを利用してい

る．一方，図 5(b)は，画像類似性判断のための特

徴量として、画像のテクスチャ特徴も利用した場

合の結果を示している。（a）の場合と比較して、

例示画像とよく類似したものがより多く検索さ

れていることが分かる。 

 来年度はこのシステムをプラットフォームと

して用い、GUI をさらに改良すること、画像特

徴の種類を増やすこと、前述したような複数の例

示画像を提示して利用者の検索意図を類推する

ような機能を付加することなどを考えている。 

 

 
D．論文・学会発表以外の活動の記録 
 特記事項なし。 

 

 

 
 

E．業績一覧 
〈論文〉 

竹久修平，八村広三郎「利用者の検索意図を反映させた類似画像検索システム」人文科学とコンピュータ

シンポジウム論文集（情報処理学会シンポジウムシリーズ）, 2010-15, pp.225-232, 2010 年 12 月 

八村広三郎 「文化財と画像処理」画像電子学会誌, 39-6, pp.853-854, 2010 年 11 月 

八村広三郎 「デジタルアーカイブ」情報処理学会 50 年のあゆみ（情報処理学会）, pp.325-327, 2010 年

11 月 

 


