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コミュニケーション科学の新展開

インスタンスサーチの課題

NTTコミュニケーション科学基礎
研究所は，1990年代から，音，画像，
映像を対象とするメディア探索の研究
に取り組んできました．私たちが特に
着目してきたのは，「類似した画像」
の検索技術ではなく，「同じもの」を
特定する技術でした．これは，例えば
言語処理技術において辞書の構築や単
語単位の処理が極めて重要な意味を持
つのと同様に，メディアの内容どうし
が，何らかの意味で同じであるか否か
を特定すること，そして，その同じも
のを単位として体系的に処理を組み立
てることが，メディア処理技術におい
て極めて重要であると考えてきたから
です．このように，同じメディアコン
テンツを頑健に特定する技術を，私た
ちはロバストメディア探索（RMS: 
Robust Media Search）と呼んでいま
す．

これまでに行ってきたRMSの研究は，
主に同一の信号の探索を対象としてき
ました．私たちの研究グループで考案
したBAM（Binary Area Matching）法
やDAL（Divide And Locate） 法 は，

目的の信号よりはるかに大きなレベル
の雑音や著しく大きな歪みがあって
も，高速かつ頑健に同一の信号を検出
できる点に大きな特徴があります．こ
の長所を活かして，現在までに，携帯
電話による音楽検索，放送やネット配
信における音楽著作権管理，ネット上
で使われる既知のコンテンツの特定，
コンテンツの視聴状況調査などをはじ
めとして，さまざまな用途への実用が

広がっています．そして，これらの技
術の発展形の 1 つとして，私たちが現
在取り組んでいるのがインスタンス
サーチと呼ぶ技術の研究です．

インスタンスサーチとは，同一の信
号だけではなく，同一の「具体物」を
検出 ・ 特定する技術を指します．例え
ば，画像のインスタンスサーチでは，
特定の物体，人物，ロゴ，場所などを
探すことが課題です（図 1 ）．問合せ

映像検索 インスタンスサーチ ロバストメディア探索

図 1 　インスタンスサーチの問合せ画像の例

これらはTRECVID と呼ばれる国際ワークショップで取り上げられたものの例である．TRECVIDタ
スクでは，目的物の存在する範囲を示す補助情報としてマスク画像も与えられる（白色の領域に目
的物が存在する）

（a）　米国議会議事堂（物体例）

…

…

…

問合せの 1セット問合せ画像 マスク画像
（b）　スティーブンコルベア（人物例）

（c）　ストーンヘンジ（場所例）

映像中の特定物体を探索する
インスタンスサーチ技術
一般に画像や映像の検索ではテキストなどの付随情報（メタデータ）が
活用されますが，膨大な量のコンテンツに対して事前にメタデータを付与
することが難しい場合も考えられるため，コンテンツ自体に基づく検索技
術の確立は重要な課題です．NTTコミュニケーション科学基礎研究所は15
年以上にわたって，コンテンツに基づいて同じものを特定する技術の研究
を進めてきました．その中でも，私たちが最近開発した「インスタンスサー
チ」と呼ぶ技術では，問合せ画像にあるものと同じ物，人，建物などが映っ
ている動画中の個所を，たとえその見え方が異なっていても，精度良く検
出することが新たに可能になりました．本稿では，この新しい技術の概要
と可能性について紹介します．
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画像にあるものと同じものが映ってい
る画像，または動画中の個所を，たと
えその対象物の見え方が異なっていて
も，精度良く検出することが求められ
ます．

インスタンスサーチは，膨大な画
像 ・ 映像情報を自動的に的確に整理し
たり，実世界の画像で情報検索を行っ
たりするための強力なツールになると
期待されます．例えば，膨大な映像アー
カイブに対して，ある同一人物が登場
する場面に対して自動的に索引をつけ
ておいたり，街中で遭遇した名前が分
からない商品や建物などについて，そ
の画像を手掛かりに情報検索を行った
りすることもできるでしょう．また，
このような直接的な応用ばかりではな
く，将来的には，メディアの辞書引き
によって，意味解析などを含む，従来
以上に高度なメディア処理を行える可
能性も広がります．

では，インスタンスサーチは技術的
にはどのようにして可能になるので

しょうか．そしてそれは，従来の技術
とはどのように異なるのでしょうか．

画像のインスタンスサーチでは，見
かけや背景が異なった対象物を見つけ
るために，画像から抽出される局所的
な特徴データどうしを照合します．同
一信号を対象とする従来のRMSでも，
局所特徴どうしの照合に基づいていま
したが，同一信号間では局所特徴どう
しが時空間的に同じ配置で現れる可能
性が高いという性質（時空間的整合
性）を効果的に用いることで高い精度
と頑健性を実現していました．ところ
が，見かけや背景が異なる場合，局所
特徴どうしの整合性が現れる範囲は，
時空間的に非常に限られたものとなり
ます．そのうえで「似ている物体」と

「同一の物体」とをきちんと区別する
ためには，局所的には曖昧さを排除し
て詳しく画像どうしを照合しなければ
なりません．また，広範囲にわたる整
合性の情報が使えないことにより，た
またま一致度が高くなってしまうよう

な局所特徴どうしの意図しない一致が
生じやすくなり，これが誤検出の原因
になるという問題もあります．そこで，
局所特徴どうしの詳しい照合を的確に
行うことが，高精度のインスタンス
サーチを実現する鍵となるのです．

技術の仕組みと工夫点

私たちが提案するインスタンスサー
チ法の概略を図 ₂ に示します（1）．まず，
問合せ画像と，検索対象となる各映像
のフレーム画像とから，画像上で特徴
的な点を検出し（それぞれクエリ特徴
点，映像特徴点と呼ぶ），その各特徴
点の特徴を高次元ベクトルで記述しま
す．現在の実装では，特徴点の検出に
は Harris-Laplace detectorを，記述
にはSIFTおよびColorSIFT と呼ば
れる手法を使用しています．

次に，得られた特徴点どうしを照合
します．このとき，各映像特徴点に対
する最近傍のクエリ特徴点を，その特
徴ベクトル間のコサイン類似度がしき

図 2 　インスタンスサーチ法の概要

インスタンス画像

特徴点の照合 ランキングスコアインスタンスに対する
映像の適合確率を計算

映像データベース

マスク画像

特徴点の直接照合により曖昧性を低減し，
Exponential IDFにより特徴点の重要度を評価

Exponential IDFによる
特徴点の重要度を考慮

インスタンス特徴点
を強調

インスタンスサーチ結果

クエリ特徴点

映像特徴点

スティーブンコルベア
1 .　映像ID 113
2 .　映像ID 65

　　　　…
10.　映像ID 9
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い値（例えば0.9）以上という条件の
下で探索し，クエリ特徴点の集合が各
映像の着目した時間区間に何回出現す
るかを数えます．基本的には，この出
現回数を一致度とみなして，対象物と
同じ物が存在しているかどうかを判定
します．

ところが，単に局所特徴の一致を数
えるだけでは，そのインスタンスと関
係しない特徴点が数多く照合されてし
まい，検索精度が大きく劣化してしま
います．この問題を解決するため，私
たちは，複数の局所特徴を組にして照
合する方法や，画像特徴点の重要度を
考慮して照合する方法について研究を
進めています．本稿ではこのうち後者
について説明します．

照合に用いる情報の重要度について
は，テキスト検索の分野でも研究され
ており，例えば，良く用いられる検索
法であるBM25（Best Match 25）に
おいても重要度が考慮されています．
BM25によるテキスト検索では，単語
の 重 要 度 はIDF （Inverse Document 
Frequency） という指標により考慮さ
れます．IDFとは「逆文書頻度」と呼
ばれる量で，いろいろな文書に出現し
やすい語は文書に対する識別性が低い
と考えられるため，そのような語の情
報検索における重要度を下げる役割を
果たします．しかし，BM25をインス
タンスサーチにおける特徴点の重要度
の評価にそのまま用いると，対象の性
質が異なるために，重要でない特徴点
の重みが十分に下がりきらず，効果が
得られません．

そこで私たちは，インスタンスサー
チに適した重みを考案し，新たに
BM25に導入しました（2）．この重みは
Exponential IDFと呼ぶもので，少し

でも頻出傾向がみられる特徴点の重み
が大きく下がるように設計していま
す．Exponential IDFを使用したBM25
では，インスタンス画像の特徴的な情
報のみを検索キーとして映像を探索す
ることが可能になり，高精度なインス
タンスサーチを実現することができま
した．また，図 1 のようにマスク画像
が使用できる場合には，指定されたイ
ンスタンスの領域から得られた特徴点

（インスタンス特徴点と呼ぶ）の重み
を上げることで，より的確な探索が行
えるようにしています．このようにし
て算出された一致度の値により各映像
を順位付けし，インスタンスサーチ結
果として出力します．

Exponential IDF の効果を図 3 に示
します．図 3（a）は問合せ画像とマス
ク画像を，図 3（b）は，通常のIDFを用
いた場合，図 3（c）はExponential IDF
を用いた場合のインスタンスサーチ結
果を示しています．通常のIDFでは空

や木々に由来する誤検出が含まれてい
ますが，図 3（c）ではそれらが効果的
に抑制されていることが分かります．

動作例と外部評価

インスタンスサーチの動作例を図
4 に示します．撮影者（図 4（a））は，
検索したい物体（ここではNTTのロ
ゴマーク）をタブレット端末のカメラ
でとらえ，どこに目的のものがあるか
を指定（マスク画像の指定）します（図
4（b））．検索ボタンを押すとインスタ
ンスサーチが行われ，結果のランキン
グが表示されます（図 4（c））．ランキ
ング上の項目をタップすると，該当す
る（NTTロゴマークの含まれる）映
像が端末上の左上画面に再生され，あ
らかじめ紐付けられていた詳細情報な
ども表示されます（図 4（d））．このよ
うにして，その場で撮影した画像から
の情報検索が可能になるわけです．

このようなインスタンスサーチの課

図 3 　インスタンスサーチ結果の比較

（a）　インスタンス“米国議会議事堂”

（b）　IDFを使用したBM25 （c）　Exponential IDFを使用したBM25

IDFではクエリ特徴点の重みが適切に評価されないため，赤枠のような不正解映像が上位にランキン
グされる
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題は，近年研究コミュニティにおいて
もその重要性が認められており，アメ
リ カ 国 立 標 準 技 術 研 究 所（NIST: 
National Institute of Standards and 
Technology）が主催する映像検索に
関 す る 技 術 評 価 ワ ー ク シ ョ ッ プ
TRECVID （TREC Video Retrieval 
Evaluation） でも種目の 1 つとして取
り上げられています．図 1 ，図 3 で
挙げた例もTRECVIDのインスタンス
サーチの課題から抜粋したものです．
2013年のTRECVIDのインスタンス
サーチ種目では，世界各国から23チー
ムが参加しましたが，その中で私たち
の手法は世界最高水準のインスタンス
サーチの精度を示しました（3）．これは，
前述したExponential IDFによる重み
付け手法が功を奏したものです．

今後の展開

本稿では，私たちが新たに考案した
局所特徴の重み付け方法に焦点を当て

ながら，インスタンスサーチへの取り
組みの一端を紹介しました．私たちは，
本稿で述べた手法に限らず，今後もさ
まざまな角度からインスタンスサーチ
技術の高度化を進め，ロバストな同一
物体探索技術としての確立を目指して
いきます．
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図 4 　開発中のデモシステム

（a）　ヘルメットにある
　　NTTのロゴマーク
　　を撮影

（b）　撮影画面中における
　　インスタンスの領域
　　を指定

（c）　画面右に表示された
　　検索結果映像を再生

（d）　画面左上にNTTの
　　ロゴが映っている
　　映像を表示中

（後列左から） 平松  　薫/ 柏野  邦夫/
 向井  　良（右上）

（前列左から） 村田  眞哉/ 永野  秀尚

我々は任意のインスタンスに対して高
速 ･高精度な検索結果をユーザに返すこと
を目指していますが，特定分野への適用を
通して得られる知見からも積極的に学びた
いと考えています．本技術にご興味をお持
ちの方はお気軽にご連絡ください．
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