3.4.2 研究プロジェクト活動報告

デジタルアーカイブ技術研究班②

歴史的文書の文書画像解析
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国会図書館など、いくつかのところでデジタル化
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が始まっている。これらはページイメージのデジ

【客員研究員】當山日出夫

タル化であり、PCやタブレット型の端末などで、
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アクセスし読むことができる。これらは日本文
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化・出版文化についての貴重なアーカイブであり、
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今後もこのような活動は広まっていくことは確実

竹久修平

である。
一方で、このような形での古典籍の公開では、
当時の文字、また言語表現等に不慣れな者にとっ

B.

研究目的

ては、外国語と同等あるいは場合によってはそれ

江戸時代を中心として多く出版された古典籍の

以上に難解な書物ともみなされ、必ずしもこのま

画像および浮世絵の画像について、画像解析に基

まの形で一般人また学生などに普及するとも思え

づく分析システムとその教育・研究面への応用の

ない。

研究を行う。

一つの方法はこれらの古典籍のそれぞれの文字

古典籍関連では、挿絵と文書部分の分離、画像

を認識して、現代の文字に置き換える方法、すな

ベースでの文字の切り出しなどによる、文書画像

わち古典籍のOCR（文字認識）の開発である。こ

の構造記述とそのXML化、文字や単語のスポッテ

れには、一定の需要があると思われる。本研究で

ィング、インデックスの作成、翻刻・解読支援な

もそれを最終目標として目指すが、当面は、認識

どの諸機能について研究を行う。

レベルまでを想定せず、まず古典籍のページを構

浮世絵については、文字列部分の抽出を基礎と

成する各要素、すなわち、行、本文文字、振り仮

する、画像のXMLによる構造記述、落款の字形に

名、挿絵などを自動的に分離抽出することを目標

基づく作者同定や編年、色彩の利用などの情報を

としている。

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。

このため、当面は、文字行の組み方が明確な文
献について、行の位置決め、行中の個別の文字の
切り出し抽出の自動処理を目標と定め研究を行っ
ている。

C.

本年度の成果

1）古典籍からの文字切り出しシステム

現在の書籍や文書とは違う、古典籍特有の扱い
にくい性質がある。たとえば、ページの汚れ、破

江戸時代に大量に出版・流通した、木版印刷に

損、デジタル化の際の文書の傾き、続け字などが

よる古典籍については、本学ARCをはじめ、国立

ある。これらのためには、さまざまな画像処理機

能が必要である。また、同じカテゴリー内に属す
る古典籍といっても、それぞれが特有の特徴をも

いる文字、文字列の抽出を行っている。
特に、浮世絵中の絵師の落款などの情報、また、

っており、ひとつの処理方法ですべてのものに対

役者絵の場合などは、訳者名や演目名などは浮世

応できることはあり得ない。

絵の分析に大きな手掛かりになる。

現在、100 ページ程度の古典籍を対象として想

もちろん、浮世絵研究の専門家にとっては、こ

定し、最初の数ページは、コンピュータによる処

のような情報は即座に判断できるが、入門研究者

理をオペレータが修正・ガイドする形で対応し、

が、世界中に散在している、浮世絵画像データベ

その時に得た。対象の書物の性質・特徴に基づい

ースの数万枚、数十万枚の画像を対象として検索

て、残りのページを自動的に処理するという半自

や比較を行おうとする際には、コンピュータの画

動での解析をめざしている。

像処理による、文字列の特定や認識技術が有用と

この研究が完成すると、一冊の本に現れるすべ

なる。最終的には、浮世絵中の複数の文字列の存

ての文字図形についてのインデックスが作成で

在する部分だけを分離抽出し、さらにその中から

き、同じ文字がどの程度の字形の揺れで表現され

文字だけを抽出する。これにより何が可能になる

ているかを知ることができる。また、文字同士の

かというと、たとえば、同じ絵師の描いた浮世絵

類似性を判定し、ある文字が、本の中のどこで現

の「落款」文字の字形を、大量の浮世絵の中で相

れているかを特定する、キャラクタスポッティン

互比較することができる。同じ版で作られた、浮

グが行える。また、ある文字がどの文脈で現れる

世絵は複数存在するが、その刷りの順番を文字の

かを一覧表示する、文字図形ベースでの

形のわずかな変化から読み取ることもできる。

KWIC(Key Words In Context) が作成できる。

落款などの文字列は背景の何もないところ、あ

現時点では、挿絵のない「椿説弓張月」を対象

るいは、一様な色のところに書かれることはまれ

とし，本文文字の切り出し処理の完成をめざして

で、浮世絵の主たる対象である風景や役者の絵の

いるところである。

上に刷られている。これが問題を困難にしている。

本研究のこれまでの成果は 2012 年 3 月に国際
会議で発表する予定である。

したがって、今年度は、人間の目視により抽出
した大量の落款部分の画像データから背景の部分
を取り除き文字だけを抽出する処理を行ってい

2）浮世絵画像の構造解析
本学ARCには大量の浮世絵画像のデジタルア
ーカイブが構築されている。本研究では、このア
ーカイブ内の浮世絵デジタル画像を対象として、

る。将来的には、落款部分を自動的に特定し、切
り出すことも行う。
現在までのところの成果は 2012 年 3 月にオー
ストラリアで開かれる国際会議で発表する。

浮世絵の中に描かれている、あるいは、書かれて
いるものを分離抽出することを目標としている。
すなわち、描かれている対象物や情景を切り出す

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

ようなこと重要と思われるが、これ以外にも、重

現在、膨大な量の画像データを簡単に誰でも利

要で、比較的容易と思われる、絵の中に書かれて

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

のであったが、良好な結果を得ることができた。
本研究では昨年度、
・TF-IDFを用いた重み付手法

はなく、画像そのものが持つ情報を用いて、画像

・テキスチャ特徴の追加

の内容に基づく「類似画像検索」を行うことが課

の 2 つの改良を行い、検索評価実験を行って、よ

題となっている。

い結果を得ているが、今年度はさらに、画像の構

その場合、画像から抽出する 1 種類の特徴量の

造的な特徴を表現するために最近よく利用される

みを用いることでは、必ずしも意図した検索結果

ようになった、BOF（Bag Of Features）特徴も

となるとは限らない。一般に複数の特徴量を組み

組み込んだ．その結果，さらに検索の精度が向上

合わせて用いることで、適切な検索を行うことが

した。

可能となる。

今後はさらに他の画像特徴量についても利用

しかし、その一方、複数の特徴量を用いた場合

し、例示画像から特徴量の重視の度合いを類推す

には、どの特徴量をどの程度重視して検索を行う

る手法をより精緻化すること、また、このシステ

かが課題となる。このためには、検索の目的に合

ムを、ARCで公開されている浮世絵画像データベ

わせて、各特徴量に重み付けを行った上で検索を

ースなどの検索インタフェースとして利用し、一

行うことが一般的に行われている。最も簡単には、

般の利用者にも利用してもらえるようにしたいと

検索を行う際に、利用者にその重み付を行わせる

考えている。

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

本研究の成果は、画像電子学会論文誌に投稿済
みであり、現在査読中である。

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。

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

すなわち、検索を行う際、利用者に複数の画像

像がデータベース化され一般にも公開されてい

を選択させることで、その利用者がどの特徴量に

る。ここでは、浮世絵に対して、絵師、画題、出

注目しているかをシステムで推定し、各特徴量に

版年、版元などのメタデータ項目が付与されてお

与える重みを決定する。これにより利用者の検索

り、これらの属性値によって、特定の絵師によっ

意図を反映させた検索を行うことを目的とする。

てある年に出版された浮世絵などを検索すること

すでに本研究室では、検索利用者に複数枚の候

ができる。

補画像を提示させ、それぞれの画像における各特

一方、画像データのデータベースにおいては、

徴量の散らばり具合を求めた上で、これがある程

前述のとおり、画像の類似性に基づく「類似画像

度まとまっているものが利用者の求める画像の特

検索」機能の重要性が指摘され、自分が手元に持

徴であると判断するシステムを開発してきた。こ

っている画像と類似する画像をデータベースから

れでは、特徴量の分散をその尺度とする単純なも

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

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。

これらが世界中に分散して存在する。一説による

このため、画像からの画像特徴の抽出機能につ

と全世界で 100 万枚の浮世絵が存在しているとも

いても、モジュラー性を確保して、必要に応じて

いわれている。将来的にこれらの浮世絵画像の多

追加などができるように、プラットフォームのデ

くがデータベース化された暁には、すべてをメタ

ザインを考えている。

データだけを頼りに検索することもできないし、

昨年度は、一般の利用者が手軽に使えるように、

また、メタデータもあるとしても、たとえば、手

GUIなどのユーザインタフェースを工夫し、また、

元にある絵と「同じ」
、または同じ版木が用いられ

ユーザからの希望に応じて、改善やバージョンア

ているが、刷られた時期が違うため版木の摩耗な

ップ、カスタマイズなどが行いやすいシステム環

どにより「ほぼ同じ」絵となったものの存在を世

境を構築することを目指した。

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

今年度はこれを引き継ぎ、さらにテキスチャ特
徴量について、DCT（離散コサイン変換）係数を
用いる方法を検討し、実験を行った。評価実験の
結果、検索性能の向上を得ることができた。

浮世絵画像データを対象として、メタデータによ

来年度はこのシステムをプラットフォームとし

る検索、および、それと画像間の類似性に基づく

て用い、GUIをさらに改良すること、画像特徴の

画像類似検索の機能を持ったシステムを作成し、

種類を増やすこと、前述したような複数の例示画

浮世絵研究、美術史研究に役立てようという目標

像を提示して利用者の検索意図を類推するような

を立てている。

機能を付加することなどを考えている。

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

E.

D.

論文・学会発表以外の活動の記

特記事項はありません。
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