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「見る・見せる」技術の最先端

「メディア」から「シーン」を

理解するための「学習」

私たち人間は，常に目や耳から入っ

てきた音や映像（メディア情報）を解析

し，その中に含まれている物事（シー

ン）を理解しています．この機能を計

算機で行うことは古くから研究の対象

とされてきました．音声認識や顔検出

など特定の対象に対しては，近年の

ハード・ソフト両面での技術発展によ

り実用化が進んでいます．しかし，一

般の多種多様なシーンに対しては，人

間と同様に認識・理解を行う機能を

実現するまでには至っていません．

ただ，人間も目や耳などの感覚器そ

のものの機能を除けば，それらの能力

を先天的に兼ね備えているとは考えに

くく，むしろその大部分が成長の過程

で後天的に身につけていく性質のもの

であると考えられています（1），（2）．

このことは，計算機がメディアから

シーンを理解していく場合においても，

「学習」という要素が重要な位置を占

める可能性を示唆しています．

テキストから意味を理解する

音や映像などのメディア情報とは対

照的に，テキスト情報は計算機による

意味理解が非常に進んでいます．イン

ターネットの検索エンジンでは，テキ

スト情報を入力するだけで瞬時に的確

な検索を行うことができます．

この鍵となっているのが，ひと続き

のテキストを単語レベルの小さな部品，

「形態素」に分解する処理です．この

処理は「形態素解析」と呼ばれていま

す．計算機が自動的に収集する膨大な

Webページは，形態素解析によって

ページに含まれる形態素を取り出され，

そしてそれらの形態素は索引として

データベースに登録されます．これに

よって，本の索引を見ればどのページ

を参照すれば良いかが分かるのと同じ

要領で，キーワードが与えられたとき

に瞬時に関連するWebページを特定で

きます．

さらに，形態素解析は文字の並びと

意味の世界をつなぐという重要な役割

を持っています．形態素と，その用法

や意味との対応付けは，普通の国語辞

典の機能と同じように辞書をつくって

おくことで実現できます．そして，そ

の辞書の情報を基にすると，構文解析

や意味解析といった，より上位の，文

としての意味を的確にとらえるための

処理も可能になります．

メディア形態素：メディア情報を

構成する部品

音や映像などメディア情報に対して

も形態素解析と同様の処理，言うな

れば「メディア形態素解析」を実現で

きれば，メディアシーンを理解するう

えで重要な足掛かりとなるはずです．

では，どのようにすれば良いでしょう

か．テキストの場合，元のテキストと

形態素を登録した辞書とを照合するこ

とによって解析を行っています．しか

し，メディア情報の場合，「メディア形

態素」とその意味との対応付けを記述

した一般的な辞書を作成しておくこと

は容易ではありません．なぜなら，そ

もそもメディア形態素がどのようなも

のであるかが明確に規定されていない

ためです．

そこで私たちは，メディア形態素が

満たすべき性質を手掛かりに，メディ

ア形態素の候補を発見的に導き出す，

という方策を採ります．この方策を繰

り返し行い，結果を積み重ねることで，

メディア形態素をメディアそのものか

ら学び取ることが可能になります．こ

の枠組を，「メディアシーン学習」と呼

びます．メディア形態素が満たすべき

性質として，私たちはまず，図１に示
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す２つの性質に着目しました．

① 反復：ある信号要素が繰り返

し現れるならば，その信号要素は

メディア形態素と考えられる．

② 顕著：ある信号要素が何らかの

意味で周辺に比べて目立っていれ

ば，その信号要素はメディア形態

素と考えられる．

以降では，上記の性質に着目した

メディアシーン学習の例として，音

を対象としたCARS（Compos i t e

Autoregressive System）法，およ

び映像を対象としたSBIL（Saliency-

Based Image Learning）法 につい

て，それぞれ紹介します．

音響メディアシーン学習：CARS法

音を対象としたメディアシーン学習

の実現形態の１つであるCARS法の概

要を図２に示します（3）．CARS法は，

音響信号における反復に着目して，与

えられた音響信号に混在する音色や音

高などの情報を抽出します．

CARS法では，音響信号をいくつか

の音色といくつかの音の高さの組合せ

で表現します．具体的には，ソース

フィルタモデルと呼ばれる，音高情報

を担うソースと音色情報を担うフィル

タで表わされた音の生成過程のモデル

をヒントにして，図２上段のような複

合系により，音響信号をモデル化しま

す．また，与えられた音響信号をでき

るだけ少数のソースとフィルタでよく表

現するために，これらをどう定めるの

がもっとも適切か，という観点で音響

信号を分析します．これにより，与え

られた音響信号の中に反復して現れる

音色や音高があるときに，これらの情

報をソースとフィルタの推定値として

図１　メディア形態素が満たすべき性質 
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図２　音響メディアシーン学習技術　CARS 法 
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取り出すことが可能になります．

私たちはこの解析を，構成音Xを固

定してソースH・フィルタA・音量Uを

求めるステップと，ソースH・フィル

タA・音量Uを固定して構成音Xを求

めるステップとを交互に繰り返すこと

により実現できることを導き，実験に

よって基本的な動作を確認しました（3）．

CARS法で利用した音響信号のモデ

ルは，さまざまな音響信号処理の場面

に適用可能です．このモデルを人間の

音声に適用した，複数の音声が混ざっ

た混合信号から各音声に分離して復元

する音源分離などがその典型例です．

最近の研究により，この音響信号モデ

ルが音源分離に有用であることが確認

されました．

映像メディアシーン学習：SBIL法

映像を対象としたメディアシーン学

習の実現形態の１つであるSBIL法の

概要を図３に示します．SBIL法は，

映像信号における顕著性に着目し，人

間が注目しやすい領域（注目領域）を

切り出します．

この技術は，静止画像から所望の領

域を半自動で抽出する技術である「グ

ラフカット」（4）を以下の２つの方向性

の下で拡張し，映像からの完全自動で

の領域抽出を実現したものです．

拡張の第１のポイントは，映像フ

レームのどの個所に人間が目を向けや

すいかを示す確率（注目領域事前確

率）を，与えられた映像のみから推定

する点です（5）．注目領域事前確率が

計算できると，その確率が高い個所の

画像特徴を集めることで，注目領域・

非注目領域各々での画像特徴の偏り

（特徴量尤度）を算出できます．注目

領域事前確率と特徴量尤度が得られ

ると，グラフカットと同様の方法でそ

の時点でもっとも適切な注目領域を抽

出できます．

拡張の第２のポイントは，前の時刻

に抽出した注目領域の情報を現在の領

域抽出に反映させる点です．注目領域

の存在位置とその画像特徴量は，前時

刻と現時点とではあまり変化しないと

考えられます．そこで，前の時刻での

領域抽出の結果を現時点の注目領域

事前確率に，前の時刻の特徴量尤度

を現時点の特徴量尤度に反映させるこ

とで，安定した領域抽出を実現します．

SBIL法は，その処理の多くの部分

をGPU上に並列処理として実装する

ことができます．この並列実装により，

GPUを搭載した一般的なデスクトップ

PCで，SBIL法の処理をリアルタイム

に近い速度で実現できることを確認し

図３　映像メディアシーン学習技術　SBIL 法 
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ました（6），（7）．

SBIL法の適用可能性の１つとして，

一般物体の検出・認識が挙げられま

す．そのデモシステムの概要を図４に

示します．まず，Webカメラなどを用

いて映像をシステムに入力し，その映

像からSBIL法により注目領域を抽出

します．また，抽出された注目領域に

関する情報があらかじめデータベース

などに登録されていれば，その情報を

同時に提示することもできます．今後，

一般物体認識に関する最新の研究成

果（8）などを導入することで，高速か

つ高精度な一般物体の検出・認識・

検索の実現が期待されます．

メディアシーン学習の展望

ここまで，メディアシーン学習の枠

組で進めている研究の一端として，メ

ディア形態素の候補を発見的に導き出

す２つの技術，CARS法とSBIL法に

ついて紹介してきました．

これらの技術をさらに発展させるこ

とにより，メディア形態素とその意味

との対応付けを記述した，いわば「メ

ディア形態素辞書」をメディア情報か

ら学び取ることが可能になるかもしれ

ません．その先には，テキスト情報に

おける構文解析に相当する「メディア

構造解析」，そして意味解析へと展望

が拓けることでしょう．
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計算機は人間とは異なる機能を持ってい
ます．「メディアからシーンを理解する」計
算機も，おそらくは人間と異なるかたちで実
現されるでしょう．その実現の時を間近で
見るべく，今後も研究に邁進していきます．
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図４　SBIL 法を用いた物体検出・認識デモシステム 
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