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概要：	 本研究は，スケッチを入力とした画像検索システムにおいて，Convolutional	 Neural	 Network（以下，

CNN）により抽出される特徴量を用いた手法を提案する．既存のキーワードや類似画像を入力とする画像検索では，

検索者の求めるイメージが複雑な場合，それを十分に表現することができない．また，これまでイラストやスケ

ッチを対象とした研究では，人間により作り込まれた画像特徴量を用いていた．こうした課題に対し，CNN により

画像特徴量の自己組織化とスケッチの認識に取り組む．CNN によって抽出された画像特徴量を中間層から取り出し，

各画像のハッシュコードとして使用した．入力のスケッチの画像特徴量との距離を算出し，近いものを検索結果

として出力する．本研究では CNN を用いたスケッチによる画像検索手法の提案をする． 
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１．はじめに	 

	 キーワードや類似画像を入力とする既存の画

像検索システムは，検索者の求めるイメージを

十分に表現できない．例えば，検索者の要求が

複雑な場合，言葉での表現が難しくなる．また，

類似画像を検索者が持っていない場合，検索を

することができない．スケッチを入力とするこ

とでこのような課題を解決できる．	 	 

	 スケッチを入力とした画像検索の手法として

Microsoft	 Research	 Asia の提案がある*1．多数

の特徴量を組み合わせたハッシュコードを作成

し，入力と出力のマッチングを行っている．当

該手法では必要な画像特徴量を人間が選別して

作り込むため，最適かどうか定かではないこと

が課題としてある．	 

	 そこで本研究では，近年注目を集めている

Deep	 Learning の一種である CNN により画像特徴

量を自己組織化，さらにその特徴量を用いてス

ケッチによる画像検索システムを提案する．	 

	 

２．アプローチ	 

	 本研究では Deep	 Learning の一種である CNN

を用いて画像特徴量の自己組織化を行う．CNN は

脳の視覚情報処理を模した多層パーセプトロン

の一種であり，近年画像認識の分野で高い性能

を示している*2．誤差がネットワーク全体に伝播

することを防ぎ，重みを各層で共有している．

これより CNN は，微小変位に対する普遍性を獲

得した柔軟なネットワークとなっている．写真

を対象とした研究は数多く存在するが，イラス

トを対象としたものはまだ少ない．本研究では，

CNN によるイラストの識別に取り組み，スケッチ

による画像検索システムの手法を検討する．	 	 

	 また，CNN の学習用データセットに独自の工夫

を施した．通常写真を扱う場合，回転や拡大縮

小によりデータの水増しを行う．本研究ではイ

ラストの認識に有効な特徴量を抽出するため，

図１のような色のスケール変化による水増しを

行った．	 

３．実験設定	 

	 CNN の学習用データとして，動物 20 種類の写

真を計 12590 枚，イラストを計 6467 枚収集した．

またテスト用データとして 5人の方に協力して

頂き，スケッチを計 120 枚用意した．	 

図１	 学習用データセットの例	 
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学習用データセットは左右反転に加え，色味の

変化による水増しを行い，結果,動物 20 種類す

なわち 20 クラスの画像を写真は計 42360 データ，

イラストは計 38802 データ，計 81162 データを

学習用データとして用意した．なお本研究にお

いては Alex	 Krizhevsky の cuda-convnet により

実装を行った*3．	 

	 

４．画像検索の実行	 

	 本研究では，図 2 のように CNN の中間層の特

徴量を各画像のハッシュコードとして使用した．

入力されたスケッチの特徴量との近さを比較し，

近いものを検索結果として出力した．結果を以

下に示す．	 

図 3 により，入力のスケッチに近いものを検索

結果として出力することができたと考える．ま

た，複数人のスケッチにおいてもいい検索結果

が見られたため，CNN はイラストの認識において

も汎化能力が高いことが言える．	 

	 

５．特徴量の評価	 

	 実験によりスケッチによる画像検索の可能性

を示したが，CNN で抽出された特徴量が従来の手

法と比較して，クラスの識別に有効であるかを

検討する．本研究では，Auto	 Encoder（以下，

AE）の中間層で抽出された特徴量，Histogram	 of	 

Oriented	 Gradients（以下，HOG）特徴量との比

較を行った．各特徴量のクラス内分散，クラス

間分散の分散比を算出した．	 値が大きいほどい	 

い特徴空間だと言える．以下に結果を示す．	 

	 また主成分分析により，特徴空間を見ても CNN

は他の 2 つの特徴量と比較して，クラスごとの

まとまりがとれた特徴空間ができていることを

確認した．	 

	 以上より定量的にも視覚的にも CNN はイラス

トを識別することに有効だと考える．	 

	 

６．結論（まとめ）	 

	 実験の結果，CNN は写真のみならず，イラスト

においても描写対象の識別に有効であることが

確認された．また，その学習の過程で抽出され

た画像特徴量を用いて，画像検索を行うことに

成功した．この結果より，スケッチやイラスト

を扱う上で行った，あえて色味のないデータを

学習させる水増しの手法は有効なものであった

ことが確認できた．	 	 

	 今後はさらに検索対象となる画像の種類を増

やし，複数のものが描写されているような複雑

な構図の画像検索への対応を検討していきたい．	 
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図２	 画像検索の提案手法	 

図３	 検索結果	 

表１	 特徴量の比較結果	 


