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まえがき 
 

人間は，ある物事の好き嫌いについて，理性ではなく，感性や情緒に基づいて判

断をおこなう。生体情報処理の分野では，「好き」または「嫌い」な物事を刺激とし

た と き ， そ れ に 対 す る 反 応 を ユ ー ザ か ら 直 接 的 に 得 る た め ， 脳 波

（Electroencephalogram : EEG）などの生体情報を解析する方法がとられる。本研究

では，脳波特徴を利用した感性的な画像検索システムのための，画像の好き嫌い(好

悪)を分類する感性フィルタリング技術の提案をおこなった。提案手法では，画像を

検索キーとして入力し，類似画像検索により得られた検索結果画像集合に対し，嫌

いな画像のフィルタリング（感性フィルタリング）をおこなう。本研究で提案する

感性フィルタリングでは，画像特徴そのものを分類に用いるのではなく，画像特徴

から推定した感性特徴量を分類に用いる。具体的には，最大エントロピー法などの

機械学習手法を用いて，感性特徴量に基づく画像の好悪分類モデルを作成し，入力

画像の好き嫌いを分類する。本研究では，画像を見ているときの脳波から計算して

得た相互相関特徴量を感性特徴量と考える。しかし，脳波のような生体情報をフィ

ルタリングの手がかりとするためには，あらかじめ，被験者が未知の画像を見た際

の脳波の測定をおこなっておかなければならないという問題がある。画像の種類は

無限にあり，ある一人の人間の嗜好状態を反映するために必要なデータベース上の



画像の量は膨大になることが予想される。また，脳波測定装置の精度や実験条件な

ども考慮すると，その測定にかかる時間的コストや労力は非常に大きくなると考え

られるため，大規模な脳波測定の実施は現実的ではない。本研究では，正準相関分

析に基づく線形回帰法を用いて画像特徴量から感性特徴量となる相互相関特徴量を

推定することで，大規模な画像と脳波の対応関係を示すデータベースを準備せずに，

小規模な分類モデルのみでフィルタリングを実現するという解決策を提案する。本

論文では，画像特徴量に基づく類似画像検索手法に対する感性フィルタリングの有

効性を評価するために，複数の条件を設定して実験を行った。その結果，色特徴

（Color Correlogram :CC）から推定した感性特徴量を用いた感性フィルタリングは，

好きな画像の選別に適しており，テクスチャ特徴（Local Binary Pattern :LBP）から推

定した感性特徴量を用いた感性フィルタリングは，嫌いな画像の選別に適している

ことが分かった。また，嫌いな画像については，テクスチャ特徴量から推定した感

性特徴量を用いた感性フィルタリングを用いることにより82.8％の削除成功率が得

られた。この結果，提案手法は，アンケートと画像特徴量によるコンテンツベース

のフィルタリング手法と比較して高い成功率が得られるため，嫌いな画像のフィル

タリングに有効であることが分かった。 
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第1章 序論 

 

本章では，本論文の研究背景と研究の目的について述べ，本論文で提案する感性

フィルタリングについて概略を説明する。最後に本論文の構成について述べる。 

 

1.1 研究背景 

近年の情報処理技術や情報通信技術を用いた応用システムの発展にともない，こ

のようなシステムの学術・教育などでの活用場面が非常に多くなっている。また，

個人の所有するパーソナル・コンピュータや，各地域におけるネットワークの高速

化は，電子化された情報を我々にとって身近な存在とした。これらの電子化された

情報のなかから個人が必要とする情報を抽出するため，文書・画像・音楽など，様々

なメディアに対する検索システムが存在する。それらの多くは，文字情報や単語の

意味，音響信号や色や形状や模様など，コンテンツそのものが持つ特徴を検索の手

がかりとして用いたものである。しかし，従来の検索システムでは人の感情・感性

といった情報は考慮されていない。感情・感性を考慮することにより，個人の好み

や，現在の心境に合わせた検索結果を提示できるのではないかと考えられる。人の
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感情・感性は，人の生体信号から推定できるものもあるといわれている。生体情報

として，血圧・血液量・呼吸数・心電図・心拍出量・脳波・発汗量などがあげられ

る。そのなかでも人の心・意識・認識・感覚などを司ると言われている脳から発す

る生体信号である脳波を計測することで，個人の感性に関する情報を得ることがで

きると考えられる。 

 

1.2 研究目的 

本論文では，画像検索システムに着目し，ユーザの嗜好に適合した検索結果を出

力するためのフィルタリング手法（感性フィルタリング）を提案する。画像フィル

タリング手法には，画像そのものを手がかりとしたコンテンツベースのフィルタリ

ング手法を用いることも考えられるが，より精密なフィルタリングをおこなうため

には，潜在的な個人の感性までも考慮する必要がある。アンケートにおいて，ある

画像に対して「好き」または「嫌い」のみを回答する形式では，ユーザの潜在的な

嗜好までを抽出することは難しい。潜在的な嗜好は，生体情報に顕著に表れると考

えられる。生体情報処理の分野では，「好き」または「嫌い」な物事を刺激とし，そ

れに対する反応を人間から直接取得するため，脳波などの生体情報を解析する方法

を用いる。嗜好を人間の生体から直接得ることで，人間の嗜好を「好き／嫌い」と
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いう2値情報や，コメントなどの文字情報などの表層的情報へと変換する際のノイズ

や認知バイアスなどといったものの影響を極力減らすことができる。 

本研究では，脳波をもとに，ユーザの嗜好を判別する方法をとる。具体的には，

画像に対するユーザの嗜好を，ユーザ自身の脳波から自動判別することで，画像の

好き嫌いを分類する感性フィルタリング技術を提案する。画像を検索キーとして入

力し，類似画像検索により得られた検索結果となる画像集合から，嫌いな画像のみ

を削除する。本研究では，画像を見ているときの人間の脳波から得られる相互相関

特徴量を感性特徴量と考える。しかし，事前に膨大な量の画像データベースのなか

のすべての画像に対して，ユーザが画像を見た際の脳波を計測しておくことはコス

ト面から考えると妥当ではない。本研究では，正準相関分析に基づく線形回帰法を

用いて画像特徴量から感性特徴量となる相互相関特徴量を推定することで，大規模

な画像と脳波の対応関係を示すデータベースを準備せずに，小規模な分類モデルの

みでフィルタリングをおこなうという解決策を提案する。具体的には，小規模なサ

ンプルデータをもとに得た，相互相関特徴量と「好き／嫌い」のラベルとを関連付

けるため，最大エントロピー法などの機械学習手法により「好き／嫌い」の分類器

を作成し，これを用いることにより，未知の画像に対して，前述の線形回帰により

画像特徴量から得た感性特徴量に基づき，被験者が対象となる画像を好きか嫌いか
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を判別する。 

本論文では，情報検索のパーソナライゼーションの一つの方法として感性フィル

タリングを提案しているため，脳波を測定した被験者を対象とし，その被験者に対

してのみ有効である感性フィルタを作成し感性的画像検索をおこなうことを目的と

している。本論文における感性的画像検索で用いる感性フィルタリングは，ユーザ

が検索した画像の「好き／嫌い」を自動的に分析し，「好き」と分類された画像を

残し，「嫌い」と分類された画像を検索結果のなかから削除するものである。 

 

1.3 本論文の構成 

第1章では，本論文の研究背景として，情報検索においてユーザの感性を考慮する

ことの必要性について説明した。また，本論文の目的である感性的画像検索の概念

について触れ，類似画像検索結果として得られた類似画像候補に対し，ユーザの好

みを自動的に判別することにより，ユーザの嫌いな画像を検索結果から取り除く手

法である感性フィルタリングについて簡単に述べた。 

第2章では，脳波の計測技術の基礎的手法について述べ，脳波測定でよく用いられ

る10-20法についての概要を説明する。また，従来手法として，脳波からの感性推定

技術である感性スペクトル解析法について説明する。また，従来の情報処理技術で
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は考慮されていないユーザごとに適応させた情報検索システムの必要性について述

べ，そのなかでも，ユーザの嗜好を反映させた情報検索について，関連技術ととも

にその有用性について説明する。  

第3章では，本論文の提案手法である感性フィルタリングについて述べる。まず，

感性フィルタリングの定義について説明し，正準相関分析に基づく，画像特徴量か

らの感性特徴量の推定について述べる。つぎに，感性特徴量を用いた画像の好悪分

類について述べ，類似画像検索に用いる画像特徴量について説明する。 

第4章では，本研究で提案する感性フィルタリング技術の有効性を評価するために

おこなった評価実験について述べる。具体的には，まず，被験者からの脳波データ

の取得方法や測定条件について説明し，そのあと，実際に得られた脳波データを用

いて，画像特徴量から正準相関分析によって推定された感性特徴量に基づく好悪分

類の有効性を検証するための予備実験をおこなう。予備実験では，複数の特徴量と，

複数の機械学習アルゴリズムを試すことにより，感性フィルタリングのための好悪

分類には，どのような特徴量と機械学習アルゴリズムが有効であるかを明らかにす

る。予備実験結果で得られた情報をもとに，感性フィルタリング技術の評価実験を

おこなう。感性フィルタリング技術を，実際の類似画像検索結果に適用することで，

フィルタリングが有効に作用しているかどうかを，削除成功率や適合率などの指標
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に基づき評価する。評価した結果に基づき，類似画像検索結果と感性フィルタリン

グの結果の具体例を用いて問題点や改善策について考察する。 

最後に，第5章では，本研究のまとめと結論を述べる。 
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第2章 脳波情報に基づく感性情報処理 

 

本章では脳波測定の手法について述べ，その後，脳波情報から人間の感性状態を

抽出するための手法である感性スペクトル解析法について述べる。また，従来の情

報検索システムの問題点とユーザの嗜好を反映させた情報検索の重要性について説

明する。  

 

2.1 脳波の測定 

脳波(Electroencephalogram : EEG)とは，頭皮上にわずかな電位分布で発生する電

位波形のことを指し［1，2，3］，頭皮表面から記録される交流タイプの電気的活動

として定義される。図2.1は，脳波測定の際の電極の配置である。脳波計の電極の配

置はメーカによって異なるが，この電極の配置は世界標準とされている国際10-20

法の配置である。国際10-20法による脳波の測定は，耳介前点A1と耳介前点A2を基

準電極として，各電極と基準電極の間の電位差を計測する。脳波には，全般性，持

続性を持って出現する脳波の大部分を形成する特定の脳波活動がある。それらは，

一般に基礎律動と呼ばれ，   (デルタ)波，θ (シータ)波，α (アルファ)波，β (ベー

タ)波がある。より細かく分類をおこなうと，  (ガンマ)波，  (オメガ)波，  (ロー) 
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図2.1. 国際10-20法による脳波電極の配置[2] 

 

波，  (シグマ)波が加わる［4，5，6，7］。一般に，活性状態にある脳からはα 波が

多く検出され，被験者が安静，閉眼状態の場合に脳波の多くの割合を占め，覚醒状

態では後頭部を中心に多く測定される［8］。β波は，日常生活における通常の状態

のときの脳波であり，心配，批判，警戒，緊張，パニック状態において顕著に表れ

る。本研究では，画像閲覧時の感性情報に関連する θ波，α波，β波に着目する。 

 次に，本研究における脳波の測定方法について述べる。本研究では，特に被験者

が画像を見ているときの脳活動の変化を計測する。図2.2に脳波測定器具，図2.3に

脳波測定環境を示す。脳波測定器具は，図2.2に示すとおり国際10-20法に対応した

電極ヘルメット，ディジタル生体アンプ，および脳波を記録するPCより構成される。
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脳波の測定中は，図2.3のように被験者は電極ヘルメットを装着してディスプレイに

表示される画像を閲覧する。このとき，電極ヘルメットの各電極より得られる脳波 

 

 

図2.2. 脳波測定用器具 

 

を，ディジタル生体アンプを通して増幅してノイズ除去した後にPCに記録する。本

研究では，ここで得られた各電極の脳波を解析することによって，画像閲覧時の感

性情報の推定を試みる。 
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図2.3. 脳波測定の環境 

 

2.2 感性スペクトル解析法（ESAM） 

感性スペクトル解析法(Emotion Spectrum Analysis Method : ESAM)は，武者利光氏

が開発した手法であり，脳波測定により得られた各電極の脳波を解析することによ

って感性を定量的に導出できる［9，10，11］。一般的な脳波解析は，脳内の活動に
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関するものや，その活動の正常性，異常性の判断を対象としておこなわれる。一方，

ESAMは脳内活動の把握が目的ではなく，外部からの刺激による脳活動の反応を明

らかにすることを目的としている。生体に与えられる刺激とそれに対する脳や中枢

神経の反応との対応関係がわかれば，ある刺激が生体に対して与える影響や精神状

態，心理状態を客観的に推定，評価できる。一般的な脳波計測とESAMにおける脳

波計測には技術的な差異はなく，使用する電極や国際10-20電極配置法の装着方法に

も違いはない。ESAMを用いて感性状態の推定をおこなう場合，一般に10電極4状態

で推定をおこなう。これは，脳には機能の局在があるとされており，感性の状態に

より，関与する部位と関与しない部位があるため特徴的な電位分布が予想されるた

めである。 

 

 

図 2.4. 国際 10-20法電極のうち本研究で使用した電極位置 
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 本研究の脳波測定に用いた電極位置を図 2.4 に示す。ここで，右耳にあたる電極

を基準電極，頭頂にあたる電極をグラウンド電極とした。また，残り 14個の電極の

うち，図 2.4に示す感情や感性に影響を与えるとされる部位を考慮して，10個の電

極 Fp1，Fp2，F3，F4，T3，T4，P3，P4，O1，O2 を使用した。表 2.1 に，10 個の

電極に対する脳の部位，解剖学的部位の関係を示す。 

 

表 2.1. 脳の部位，10 電極の電極記号，解剖学的部位の関係 

前頭極（front polar） Fp1，Fp2 前部前頭葉 

前頭部（frontal） F3，F4 運動野 

頭頂部（parietal） P3，P4 感覚野 

後頭部（occipital） O1，O2 視覚野 

中側頭部（mid-temporal） T3，T4 中側頭葉 

 

 本研究では，ESAMの計測手法にしたがって，被験者が画像を閲覧している間の

脳波の測定をおこなった。脳波の測定にあたり，被験者は表2.1節において述べた国

際10-20法の電極位置に対応したヘルメットを装着した。 

脳波の解析をおこなう場合，脳波の電位は数十マイクロ・ボルト程度と非常に小

さいため，計測した脳波にフーリエ変換を適用して周波数領域におけるパワースペ

クトル波を導出する［12］。フーリエ変換(Fourier Transform) は，いくつかの異な
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る周波数の正弦波（θ波）を重ね合わせることによって任意の関数を表現することが

できるという考え方に基づく［13］。また，時系列データを持つ電気信号や音声波

形の解析などの前処理によく用いられるデータの解析法であり，ある任意の時間や

空間座標が変数で表される関数を周波数が変数となる関数に変換できる。（式(2.1)）

に，フーリエ変換の定義式を示す。 

 

 ( )   ∫  ( )       
 

  
        ………………… （2.1） 

 

ここで，  は時間， は角周波数(     ) を表す。また， ( )は各電極より得ら

れた脳波， ( )は各電極の脳波に対するフーリエ変換結果である。 

電極Fp1，Fp2，F3より，図2.5に示す脳波の時系列信号が与えられたとする。ここ

で，横軸は時間，縦軸は電位を表す。各電極の脳波信号に対して（式(2.1))のフー

リエ変換を適用すると図2.6の変換結果が得られる。図2.6は，電極FP1，FP2，F3

のフーリエ変換結果をパワースペクトルで表示している。ここで，横軸は周波数，

縦軸は電力を表す。脳波をフーリエ変換することによって，周波数帯域を   波(～4 

Hz)，θ 波(5～7 Hz)，α 波(8～13 Hz), β 波(14～20 Hz)に分けることができ，2.1節

で述べたとおり各部位における脳活動の解析をおこなうことができる。 
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図2.5. 計測した脳波信号波形（Fp1，Fp2，F3） 

 

 

図2.6. 脳波のパワースペクトル（Fp1，Fp2，F3） 
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本研究では，θ波，α波，β波からなる5～20Hzの周波数帯域を解析の対象とする。

なお，  波は，眼球の動きによる影響を受けることが知られているため除外する。

さらに，各電極で得られた脳波が脳内で相互に関連していることを考慮して，各々

の電極間の相互相関関係に着目する。 

各電極間の時系列信号から得られる相互相関係数(Cross Correlation Coefficient)

［14］とは，二つの信号の違いについて変量の相関の総和により得られる係数であ

る。相互相関係数は，単位が定義されておらず，客観的な判断のために二つのデー

タの相互相関を求めるために用いられる。相互相関係数は-1～1の間の数値をとり，

0の時は無相関と判断し二つのデータの関連性がないということになる。電極 𝒳，𝒴

で記録された電位を 𝒰𝒳(𝔱)，𝒰𝒴(𝔱) とすると，その間の相互相関係数 𝐶𝒳𝒴  は（式（2.2））

で定義される。これを一つのベクトルにまとめたものが相互相関特徴量となる［15，

16，17］。相互相関特徴量の説明は，3.2節で詳しく説明する。 

 

C𝒳𝒴= 
〈(𝑢𝑥( ) 〈𝑢𝑥( )〉)(𝑢𝒴( ) 〈𝑢𝒴( )〉)〉

√〈(𝑢𝑥( ) 〈𝑢𝑥( )〉)2〉〈(𝑢𝒴( ) 〈𝑢𝒴( )〉)2〉
       ………………… （2.2） 

 

ここで，<>はある一定時間間隔の平均値である。相互相関係数は，脳波の大きさ

で正規化される。これは，脳波の全体的なレベルの大小は相関情報とは無関係なた
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め，この影響を除去するためである。本研究における，各電極の測定間隔は5.12秒

とし，その間の時系列信号の平均値を取る。本研究では，この状態ベクトルに用い

られる測定した脳波から計測した相互相関係数を感性を表す特徴（感性特徴量）と

して用いる。 

本研究で用いる電極数は10個である。2つの電極をペアとして電極対を考えるとそ

の組み合わせは10C2=45となる。各電極対から得た脳波から計算した45個の相互相関

係数の値をθ波，α波，β波 の3つの周波数帯域ごとにそれぞれ計算すると合計135次

元のベクトルを得る。 

ESAMを用いて感性状態の推定をおこなうには，「喜怒哀楽」の4つの感性状態の

表出レベルを  ,   ,   ,    と定義して，（式（2.3））のように   ,   ,  ,      といった

相互相関係数をかけることで，4つの感性状態のベクトルを得る。このベクトルのこ

とをESAM特徴量と呼ぶ。 

 

(

  ,     ,        ,   
  ,     ,        ,   
  ,     ,        ,   
  ,     ,        ,   

) × (

  
  
   
    

) + (

  
  
  
  

) = (

  
  
  
  

)  …… （2.3） 

 

2.3 個人の嗜好を反映した情報検索 
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情報検索技術を用いて，必要なデータを見つけ出すためには，検索対象となる文

章，画像，音声，映像，その他にもさまざまなメディアやその組み合わせとして記

録されたデータ（非構造化データ）に対し，それらと「検索キー」を関連付けるた

めの前処理（インデックス構築）が必要となる。ウェブ検索の多くが，検索をする

際に，キーワードを用いる。しかし，こうした検索手法の欠点として，ユーザが必

ずしも適切な検索キーを思い浮かべることができないことがある。たとえば，ユー

ザが「美しい風景」の画像を検索したいとする。この場合，「美しい風景」と入力

すれば検索可能かもしれない。しかし，「美しい風景」としてタグ付けされた画像

は無数にあり，また，ユーザごとに「美しい風景」と感じる画像が異なるため，検

索結果の上位に求める画像が出力されないこともある。この問題を解決する一つの

方法として，ユーザが「美しい風景」と感じる画像を検索キーとして用意し，それ

を入力することで類似する画像を検索する方法がある。しかし，この方法の場合，

ユーザが考える「美しい風景」に類似する画像に絞り込みすぎてしまい，目新しい

情報や意外性のある結果を排除してしまう可能性がある。このようなことから，情

報検索のユーザビリティやユーザ満足度を向上させるためには，コンテンツの類似

性だけでなく，個人の嗜好を反映した検索手法が必要となる。 

図2.7は，類似画像検索における検索過程を示している。図2.7に従って，この検
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索過程を説明すると，まず，ユーザから入力された画像（検索質問／クエリ）に対

し，画像の内容（色や形の特徴）を解析し，画像が大量に蓄積された画像データベ

ースから入力画像と色や形に関して類似度の高い画像を見つけ出す。検索結果は，

類似度の高い順に出力される。これが，一般的な類似画像検索システムの検索の流

れである。図のように，入力画像に色や形などが似た画像が上位に出力されるが，

この結果は，同じ画像を入力すれば，どんなユーザであっても同じ結果となる点に

おいて，個人の嗜好は反映されていない。図中の入力画像はユーザが好きな人物の

写真であるが，色や形の類似性のみで検索した結果の上位には，ユーザが好きでな

い（嫌いな）画像が含まれてしまう可能性が十分にある。 

個人に関わる情報（たとえば嗜好など）を抽出することを，ユーザプロファイリ

ング技術と呼ぶ［18］。この技術は，情報検索システムにおけるフィルタリング処

理や，情報推薦システムにおいてよく利用される。たとえば，ユーザが洋服を購入

する際に重視する項目を，これまでのユーザの購買履歴や閲覧履歴やクリック履歴

などから推測することなどが考えられる。ユーザプロファイリング技術を利用して

得られた個人の嗜好を反映すると，検索結果のパーソナライゼーション（個人に適

した情報を選択して提示）をおこなうことができる。すなわち，情報検索システム

での検索結果に対して個人の嗜好に基づきフィルタリングを施すことによって，感

性情報を反映した検索結果を得ることが可能となる。たとえば，図2.8に示すシステ

ムでは，ユーザAが写真の被写体の人物の顔を検索キーとして考えて検索結果にそ

れが反映され，また，ユーザBは海の風景など，画像における全体的な印象を検索キ
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ーとすることで検索結果にそれが反映される例である。このように，それぞれのユ

ーザの嗜好に適した結果を得られる検索システムが最終的な理想である。 

 

 

図2.7. 一般的な類似画像検索システム 

 

 嗜好を考慮した情報検索や情報推薦に応用可能な技術としては，適合性フィード

バック［19］，検索や閲覧やクリック履歴を用いるもの［20］，協調フィルタリン

グ［21］といった種々の技術がこれまでに提案されている。このうち，協調フィル

タリングは，ある程度他者の嗜好が影響するため，完全に個人の嗜好を考慮してい

るとはいえないが，ユーザの趣味などが一致する（類似した好みの傾向を持つ）他

のユーザの嗜好を取り入れることで，ユーザ数が増えることにより柔軟なフィルタ
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リングをおこなうことができる。また，検索や閲覧やクリック履歴などといった，

ユーザからのフィードバックを用いる適合性フィードバックという技術は，ユーザ 

 

 

図2.8. ユーザの嗜好を考慮した検索システム 

 

が検索システムを使用しているうちに，徐々にユーザの嗜好状況を反映できるよう

になるという点において，個人の嗜好を十分に考慮したものである。 

上記の技術には三つの問題点がある。一つ目は，最初から適した検索結果が得ら

れないことである。二つ目は，検索や閲覧やクリック履歴，オンラインショッピン
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グでの購買履歴などを用いた情報検索結果のフィルタリングは，情報提供者側，ま

たは，サービス提示者の意図が含まれることである。三つ目は，勧誘広告などに誘

導された結果が少なからず影響し，また，閲覧，購買目的によっても興味の度合い

が異なるため，必ずしもユーザの嗜好が直接反映されたものではないといったこと

がある［22，23，24，25，26，27，28］。こうした情報を検索結果のフィルタリン

グのための手掛かりとして用いることにより，ユーザにとって不要な情報が提示さ

れることがある。買う必要のないものや見る必要のない情報を見せられることによ

るデメリットは少なくない。有用な情報か否かといった情報の取捨選択を効率的に

おこなうためには，より正確性の高い情報を手がかりとして用いる必要がある。 
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第3章 感性フィルタリングを用いた類似画 

像検索 

 

本章では，感性フィルタリングを用いた画像検索手法を提案する。一般的に，脳

波の測定には時間や人的コストがかかる。そのため，脳波を直接測定せずに感性特

徴量を得る方法を考える。具体的には，正準相関分析に基づく線形回帰法を用いて

感性特徴量を推定する手法を提案する。さらに，感性特徴量を用いた画像の好悪分

類について述べ，類似画像検索に用いる画像特徴量について説明する。 

 

3.1 感性フィルタリング 

一般に，類似画像検索では，ユーザの入力した画像と，色や構図や模様などが類

似していると思われる画像をデータベースのなかから検索する。検索結果のなかに

は，ユーザの好きな画像もあれば，ユーザの嫌いな画像もあるであろう。感性フィ

ルタリングとは，ユーザの好悪（好み）をモデル化することにより，ユーザが嫌い

と思われる画像を検索結果のなかから自動的に取り除く技術を指す。 

画像をフィルタリングするのであるから，画像特徴から直接，好悪分類すること
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も考えられるが，人の感性は，画像特徴という表面的な情報のみからは正しく推定

できないことが考えられる。たとえば，ある人物 2 名がそれぞれ写っている写真が

2 枚あったとする。これらの写真に写っている人物の見た目の特徴は画像特徴から

得ることができるが，好悪などの感性に強く関連すると考えられる，それぞれの人

物の性格などの内面的な特徴までは得ることができない。写真に写っている人物が，

ユーザのよく知る人物であれば，このような内面的な特徴が好悪に影響することは

いうまでもない。 

ユーザの感性的な情報を直接得るためには，ユーザが画像を見ているときの生理

情報，たとえば脳波を用いることが必要であると考えられる。本研究では，脳波か

ら感性的な特徴量（感性特徴量）を推定し，この感性特徴量に基づき，画像のフィ

ルタリングをおこなう。しかし，検索対象となるデータベース中のすべての画像に

対して脳波測定をおこなうことは現実的に不可能である。また，事前に脳波を得て

いない場合に，検索結果を見ている際のユーザの脳波を測定してデータベースに保

存する方法も考えられるが，そのためには，脳波測定器具を装着していなければな

らず，そのような環境を常に準備することは脳波計の小型化を考慮しても，一般に

難しい。脳波計を小型化すると精度が落ち，また，無線機能の内蔵により，自分の

好きな場所へ行動でき，体を動かすことによって，さらには環境の影響でノイズが
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混入される可能性が十分にあると考えられる。したがって，本研究では，感性特徴

量を脳波から直接取得するという方法は用いずに，画像から得られる色や構図や模

様などに関する特徴量から間接的に感性特徴量を得る。本研究では，画像から想起

されるユーザの感性は，ある程度，画像の色や構図や摸様などの画像特徴量に左右

されており，画像特徴量と感性特徴量との間には何らかの相関があると仮定してい

る。  

感性特徴量に基づく感性フィルタリングには最大エントロピー法（Maximum 

Entropy Method ： MEM）［29，30］やサポートベクターマシン（Support Vector 

Machine ： SVM）［31，32］などによる好悪分類モデルを用いる。本研究で提案す

る感性フィルタリングは，画像から抽出した画像特徴量をもとに推定した感性特徴

量を入力とし，前述の好悪分類モデルにより，好悪のラベル付けをおこなうもので

ある。画像自体に好悪のラベルが付いている場合，画像特徴量に基づき好悪を分類

するモデルを作成することはできるが，色や構図が似ていて，好悪が異なる画像が

2 枚あった場合，画像特徴量を比較するとその差異は小さいため，正しい分類が困

難となる。しかし，実際に画像を見ている人はその小さな差によって全く別の異な

る画像として認識し，好悪を判断している。そのため，画像特徴量を感性特徴量に

変換することで，画像特徴量で比較するよりも大きな差が得られるのではないかと 
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図 3.1. 画像 A，B の感性特徴量と LBP 特徴量の比較 

 

考える。  

図 3.1 を例にあげて説明する。図 3.１の A，B は構図の似た一組の画像であり，

画像から取得した感性特徴量と Local Binary Pattern(LBP)特徴量をそれぞれグラフ

で示したものである。LBP については後述するが，対象画像の形状や構図に注目し

た特徴量である。図 3.1 の画像 A，B は一見して似た構図の画像であることが分か



26 

 

る。これらの画像から特徴量を取得し，比較した場合，構図が似ているため，LBP

特徴量は似通ったものとなる。しかし感性特徴量を比較した場合は，それぞれの画

像において，グラフ形状が異なっていることが分かる。このように，画像同士で特

徴量を比較する際，似た色や構図の画像では画像特徴量の差異が小さくても，感性

特徴量を用いることでその差異は大きくなることが分かる。したがって，画像特徴

量を感性特徴量に変換することは類似画像検索において，有効な手段になると考え

る。 

 

3.2 正準相関分析に基づく感性特徴量の推定 

本節では，正準相関分析と線形回帰法を用いた画像特徴量からの感性特徴量の推

定について説明する。 

脳波を画像検索に使用するには大きな問題が存在する。それは，画像データベー

スに存在するすべての画像に対して脳波を測定すれば必ず膨大な時間や人手が必要

となることである。この問題を解決するためには，画像特徴量から感性特徴量を推

定し,この推定した感性特徴量を利用して感性的画像検索をおこなう。 

複数の被験者から得た脳波の感性特徴量をもとに好悪分類モデルを作成する場合，

被験者の人数が多くなればなるほど，嗜好や個性のような情報が消えてしまうと考
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え，本研究では，1 名の被験者の脳波からその被験者個人の感性特徴量を推定する

モデルを作成する。  

画像から得られる多次元情報から，多次元である感性特徴量を推定するためには，

正準相関分析，重回帰分析，線形回帰モデルを拡張したカーネル回帰，主成分分析

を拡張したカーネルPCA，カーネル正準相関分析［33］といった，多変量解析の手

法や，サポートベクトル回帰［34］などの手法が必要となる。本研究では，このな

かで，重回帰分析を拡張した手法である正準相関分析を用いることにする。この理

由として，本研究で扱う画像特徴量や感性特徴量が，文書ベクトルのような特徴量

などと比較し，それほど高次元ではないことと，各変量間に強い非線形の相関があ

るものではないと考えたためである。 

本論文では，画像特徴を介して推定して得た感性特徴量が，脳波から得た相互相

関特徴量と必ずしも同一のものである必要はないという考えに基づき，推定方法の

選択をおこなった。本研究では，正準相関分析［35］と線形回帰法［36］を用いて

画像特徴量から感性特徴量を推定する。 

正準相関分析とは，多変量解析手法の一つであり，複数の変数からなる 2 変数群

それぞれについて線形合成変数を求め，2 つの合計変数の相関関係が一番大きくな

るような重みを求める手法である。たとえば，第 1 変数群 𝑢 , … , 𝑢𝑚 に基づく合成

http://ibisforest.org/index.php?%E5%A4%9A%E5%A4%89%E9%87%8F%E8%A7%A3%E6%9E%90
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指標を 𝒴 （式（3.1））．第 2変数群の変数群 𝑣 , … , 𝑣𝑛 に基づく合成指標を 𝒵 （式（3.2））

とし，𝒴 と 𝒵 の相関関係が最大になるような定数   ,   , …  𝑚, 𝑏 , 𝑏 , … 𝑏𝑛 を定める。 

 

𝒴    𝑢    𝑢      𝑚𝑢𝑚     ………………………… （3.1） 

𝒵  𝑏 𝑣  𝑏 𝑣    𝑏𝑛𝑣𝑛       ………………………… （3.2） 

 

𝒴 と 𝒵 のことを第1正準変数，𝒴 と 𝒵 の相関係数を第1正準相関係数と呼ぶ。正準

相関分析に基づく線形回帰法を説明するために，（式（3.1））を（式（3.3）），（式（3.2））

を（式（3.4））のようにベクトル表記に置き換えて考える。 

 

𝒴𝒾   
𝑇u𝒾    ……………………………… （3.3） 

𝒵𝒾  𝑏
𝑇 𝑣𝒾   ………………………………（3.4） 

 

ここで，𝒾 は分析するデータ番号である。正準相関分析は2式間の相関係数が大き

くなるような係数を求める分析であるが，最終的には（式（3.5））のようになる。

また，（式（3.5））におけるRu, R𝑣, R𝑢𝑣は（式（3.6））に示す通りである。なお，λ は，
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固有値は対角要素とする対角行列である。  

 

         {
R𝑢
  R𝑢𝑣R𝑣

  R𝑢𝑣
𝑇    𝜆  

R𝑣
  R𝑢𝑣

𝑇 R𝑢
  R𝑢𝑣𝑏   𝜆

 𝑏
        ………………………… （3.5） 

 

Ru          ∑𝑢𝒾𝑢𝒾
𝑇

𝑛

𝒾= 

 

R𝑣          ∑𝑣𝒾𝑣𝒾
𝑇

𝑛

𝒾= 

 

            R𝑢𝑣          ∑𝑢𝒾𝑣𝒾
𝑇  R𝑣𝑢

𝑇

𝑛

𝒾= 

 

                                        ……………………… （3.6） 

 

 ここで，係数行列   と 𝑏 の間に（式（3.7））のような関係が成り立つ。 

 

                 {
R𝑢𝑣𝑏    R𝑢 𝜆

R𝑢𝑣
𝑇      R𝑣𝑏𝜆

       ………………………… （3.7） 

 

（式（3.7））と目的関数 T𝑅𝑢𝑣𝑏を最大化させるときに用いる制約条件や，（式（3.8））

より，線形回帰は（式（3.9））で与えられる。 
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R𝒴𝒵  ∑𝒴𝒾𝒵𝒾
𝑇

𝑛

𝒾= 

 

                                     TR𝑢𝑣𝑏 

                                      𝑇R𝑢 𝜆 

                                  λ  R𝒵𝒴
T   ……………………… （3.8） 

 

�̂�   λ𝒵 

                �̂�   λ𝒴   ………………………… （3.9） 

 

（式（3.9））に（式（3.3）），（式（3.4））を代入することにより，（式（3.10））

が求まる。本研究では，画像特徴量を 𝑢，脳波から抽出した感性特徴量を 𝑣 として

用いるため，𝑣 ̂は推定された感性特徴量を示し，推定する線形回帰の式を用いる。（式

（3.10））より，画像特徴量から感性特徴量が推定できることが分かる。 

 

                   {𝑣  𝑏𝜆 
𝑇𝑢

�̂�   𝜆𝑏𝑇𝑣
       ………………………… （3.10） 

 

3.3 感性特徴量を用いた画像の好悪分類 

本節では，感性フィルタリングのための好悪分類モデル作成と類似画像検索結果
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に対する感性フィルタリングの適用について述べる。 

3.3.1 好悪分類モデルの作成 

感性フィルタリングを実現するための感性特徴量の推定および，感性特徴量から

の好悪分類モデル作成の流れを図 3.2に示す。以下，図 3.2の内容に沿って述べる。   

1) 学習用画像には被験者に対するアンケートにより，好悪のラベルを付与して

いる。 

2) 学習用画像提示時の被験者の脳波測定をおこなう。 

3) 測定した脳波から感性特徴量の抽出をおこなう。 

4) 学習用画像から画像特徴量の抽出をおこなう。 

5) 感性特徴量と画像特徴量を入力とし，正準相関分析をおこなう。 

6) 正準相関係数，各変数群に対する重み，画像特徴量を入力として線形回帰を

おこない，学習用画像に対する感性特徴量を推定する。 

7) 推定した感性特徴量と好悪のラベルを入力として機械学習による好悪分類モ

デルを作成する。 

実際の画像検索においては，まず，ユーザが入力した画像をもとに画像特徴量（色

特徴，テクスチャ特徴など）を用いて類似画像検索をおこなう。検索結果中の類似

度が上位の画像に対し，感性フィルタリングを適用し，嫌いな画像を削除してユー
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ザが好きな画像のみを提示する。 

 

 

図 3.2.  感性フィルタリングのための好悪分類モデル作成の流れ 

 

3.3.2 類似画像検索結果に対する感性フィルタリング 

類似画像検索結果に対する感性フィルタリングの流れは図 3.3 のようになる。以

下, 図 3.3の内容に沿って述べる。 

1) 画像特徴量に基づいて検索された類似画像集合𝑋   {  ,   , … ,  𝒾, … ,  𝑘} に対
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し，各画像ごとに感性フィルタリングの適用をおこなうため，各画像  𝒾 から

画像特徴量を抽出する。ここで，画像特徴量は前処理で用いた画像特徴量と 

 

 

図 3.3. 類似画像検索結果に対する感性フィルタリングの適用 

 

同じものである。 

2) 画像  𝒾 から得られた画像特徴量から，線形回帰による感性特徴量の推定をお

こなう。 
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3) 2)で得られた相関特徴量を入力とし，好悪分類モデルを用いて機械学習によ

り「好き/嫌い」のラベル判定をおこなう。 

4) 𝑋 中のすべての画像に「好き/嫌い」のラベルを付与したあと，「嫌い」と付

与された画像を 𝑋 からすべて削除し，「好き」のラベルが付与された画像のみ

で構成される画像集合 𝑋 ,  {  
, ,   

, , … ,  𝑗
, , … , x𝑚

, } を，フィルタリング結果とし

て出力する。 

 

3.4 類似画像検索に用いる画像特徴量  

類似画像検索に用いられる画像特徴量として次のような特徴量がある。テクスチ

ャ特徴量として，ガボールフィルタ（Gabor filter）［37，38，39，40，41］や Local 

Binary Pattern（LBP）などがある。また，色特徴量として，色ヒストグラムやファジ

ー色ヒストグラム（Fuzzy Color Histogram）［42，43］，Color Correlogram（CC）な

どが用いられる。このなかで，特に LBP と CC は画像や映像の種類に関係なく，比

較的一般性の高い手法とされており類似画像検索によく利用されている。そこで本

研究では，色の特徴量として CC，テクスチャ特徴量として LBP の画像特徴量を用

いる。ここで 2 種類の画像特徴量を用いるのは，特徴量の違いによる画像分類精度

の影響を明らかにするためである。 
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3.4.1 色特徴量  

本研究では，色の特徴量として Color Correlogram（CC）を用いる。CC は Huang，

J. ［44，45，46］らが提案した近隣の色の共起分布に基づく特徴量であり，単純な

色ヒストグラムに比べより細かな判別ができる。画像を𝐼，距離   離れた 2 つの画素

を 𝑎 ,  𝑏としたときの CC の特徴量𝐶𝑑を（式(3.11)）に示す。なお，各ピクセルの色

調を 𝑚𝑎𝑥 で，対象画像𝐼中のピクセル P の取る色を (p)とする。 𝑁( ) は，あるピク

セルから距離  離れて存在するピクセルの数である。 

 

    𝐶𝑑(  𝑗)   
| { (𝑝𝑎,𝑝𝑏)|𝑝𝑎,𝑝𝑏∈𝐼 ，𝑐(𝑝𝑎)= 𝑐𝑖,𝑐(𝑝𝑏)= 𝑐𝑗，|| 𝑝𝑎  𝑝𝑏 ||=𝑑 }|

𝐻 (𝑐𝑖)𝑁(𝑑)
  

……………………（3.11） 

 

（式（3.11））中の𝐶𝐶({𝐶𝑑(𝐶𝔦,𝔧 )|𝔦, 𝔧  1, , … , 𝐶𝑚𝑎𝑐})は，画像𝐼 中において，距離   離

れた二つのピクセル 𝑎  と 𝑏 の間で色   ， 𝑗  が共起する確率を示す。CC の特徴は，

空間的な相関を抽出することができる点である。つまり，どの色がどの色の近くに

出現しているかということを判別できるため，画像内において同じ色が同じ量含ま

れている場合でも，色の空間的な分布の違いにより異なる値が得られる。 

つぎに，対象画像から一定サイズのリサイズ画像 𝐼𝑟 を作成する。リサイズ後に画
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像の各ピクセルにおけるRGB値を抽出し，色空間変換数に量子化をおこなう。ここ

での量子化とは，肉眼では判断できない色データの次元を削減し，扱いやすい次元

データに縮退する方法である。たとえば，紫と赤紫の色を，区別する必要がなけれ

ば，同一の色とみなすといったことである。本研究では，共起頻度を抽出するピク

セル間の距離 𝒹 を7として，256次元のCCの抽出をおこなう。 

 

3.4.2 テクスチャ特徴量 

本研究では，テクスチャ特徴量として Local Binary Pattern（LBP）を用いる。LBP

は，T. Ojala［47，48，49，50，51］らによって提案された特徴量である。LBP は，

照明変化に強く，濃度変化に対して不変であり，高速に計算でき，計算コストが少

ない特徴量である。画像中の注目ピクセルを中心として画像を 𝑛 方向に分割し，各

方向に含まれるピクセルとの色相の差を求めることにより特徴を得る。本研究では，

画像全体において求めた各ピクセルのLBP値の頻度であるLBPヒストグラムを使用

する。分割数 𝑛 を 8とした場合の LBP ヒストグラムの横軸は，注目ピクセルの周辺

に現れるエッジ数 0～8 と，エッジがまとまっていない場合を加えた 10 個の値を持

つ。 

同様に分割数 𝑛 を 16 とした場合，横軸が 18 個のヒストグラムが生成できる。本

研究では分割数 𝑛 が 8と 16の場合に加えて，注目ピクセルからの距離が異なる場合
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の LBP 特徴量も利用する。最終的に生成された 3 つの LBP ヒストグラムを組み合わ

せることで，46次元の LBP 特徴量を抽出する。 

LBP の性質として，対象画像の全ピクセル数での除算をおこなって，画像の拡大

や縮小に対して変わらないといった特徴がある。しかし，LBP の問題点は，簡単に

分割数を増やすことができないことである。これは，LBP の特徴量に多量のエッジ

の存在にあった変数の組み合わせから作成されているためであり，対象画像から細

かなエッジ情報を抽出するために分割数を増やすと，特徴量の次元数が増大してし

まい，高速な特徴量抽出のメリットが失われてしまうからである。 
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第4章 評価実験 
 

本節では，感性フィルタリングの評価の予備実験として，感性特徴量を用いた好

悪分類の有効性を，複数の機械学習アルゴリズムを用いて評価する。さらに，単な

る画像特徴量および脳波から直接得た相互相関特徴量を用いた分類結果との比較も

おこなう。この結果から，画像の好悪分類に有効な機械学習アルゴリズムの選定を

おこない，実際の類似画像検索結果に対する感性フィルタリング手法を適用した結

果について複数の評価指標を用いて評価する。評価結果から，提案手法の有効性お

よび問題点について考察する。 

 

4.1 実験条件 

脳波の測定実験では，大型ディスプレイ(32インチワイド型)を用いて被験者に視

覚刺激として画像の提示をおこなう。実験に用いたすべての画像は，大型ディスプ

レイに映し出しても粗くならない程度の解像度に統一してある。画像1枚あたりの提

示時間は30秒間とする。実験時にディスプレイに表示される画像以外の視覚情報を

遮断するために電灯を落とし，図4.1のような遮光カーテンにより日光の侵入を防い
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だ環境を作成する。脳波に含まれる基礎律動は薬物やカフェインなどの影響を受け

て変化すると言われているため，脳波測定前日の夜から喫煙・薬物使用・カフェイ

ン摂取を禁止する。また，個人情報取り扱いに関する倫理に配慮するため，被験者

に実験時の取得情報の取扱いに関する誓約書を事前に読んでもらい，署名してもら

う。 

図4.2は動画などの刺激を用いた一般的な脳波測定実験の様子を横から見た図で

ある。ディスプレイから被験者の距離は約1mで，被験者を固定した椅子で体をまっ 

 

 

図4.1. 実験室の環境 
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図4.2. 脳波測定の横から見た図 

 

すぐにした状態で座らせる。脳波の測定器具を装着して，目の前にあるディスプレ

イに映し出された画像を見せて，その際の被験者の脳波を測定する。 

 

4.2 予備実験 

画像を見ているときの脳波を測定することによって，図 4.3 で示すように，実際

の画像特徴量から感性特徴量を推定する。この図から見てとれるように，感性特徴

量推定のモデル（線形回帰モデル）作成に必要なものは，実際の脳波から得られた

感性特徴量と対象画像の画像特徴量である。 

学習用画像の画像特徴量を用いた線形回帰により推定した感性特徴量について，

実際の脳波から得られた感性特徴量とのコサイン類似度を計算してみたところ， 
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図4.3. 画像特徴量から感性特徴量を推定するモデルの作成 

 

CC から推定した感性特徴量との平均類似度が-0.0054，LBP から推定した感性特徴

量との平均類似度が 0.034 となった。推定した感性特徴量については，感性特徴量

とまったく同じ値を得ることが目的ではないため，類似度 1 に近い必要はない。し

かし，この値から，推定された感性特徴量と脳波から得られた感性特徴量の相関が

ほとんどないと分かった。つまり正準相関分析に基づく線形回帰の推定精度として

は，高いとは言い難いため，感性特徴量を用いて好悪分類モデルの作成をおこなう

と，訓練データと分類対象データとの違いが大きすぎて，画像から推定した感性特
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徴量をうまく分類できない可能性がある。そのため，推定した感性特徴量を学習用

データとして作成した好悪分類モデルにより分類実験をおこなうことで，推定され

た感性特徴量が画像の好悪分類に有効かどうかを確かめる実験をおこなった。 

 本研究では，好悪分類のための機械学習と分類をおこなうツールとして，

Classias-1.1［52，53］というソフトウェアを使用する。Classias は岡崎直観氏が開発

したソフトウェアである。以下，Classias がサポートしているサポートベクターマシ

ン(Support Vector Machine:SVM)と最大エントロピーモデル(Maximum Entropy 

Model : MEM)について述べる。 

サポートベクターマシン［54，55］は，基本的には2つのクラスを分類する線形分

類器の一種である。SVMの特徴として，データの次元数が増大しても分類精度がそ

れほど低下せず，さらに，その分類精度が他の分類器と比較して高く，最適化すべ

きパラメータ数が少ないといったことがあげられる。また，ノイズ耐性が強く安定

して良い性能を発揮し，マージン最大化による分離平面を構築するため汎化性能が

高い。画像や音声などにおけるパターン認識や文書分類などのタスクに用いられて

いる。 

最大エントロピーモデル［56，57，58］は，帰納学習法の一種で，訓練データか

ら素性に対するラベルの条件付き確率を推定し，それをもとに入力データのクラス
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分類を行うアルゴリズムである。この手法は主に自然言語処理の分野において分類

問題の解決手法として，また，画像や音声等の復元処理に用いられている。MEMは

高次元なデータにおけるデータスパースネス問題に対して有効な手法とされている。

推定される条件付き確率分布の品質は，使用する素性集合に大きく依存するが，

MEMはこれらの素性を人手で選択する手間がかかる。効率的に分類に有効な素性を

選択するための様々なアルゴリズムが考案されているが，実験者が経験的に素性を

選択することも多い。 

それぞれの学習モデルを用いて構築した分類器が，感性フィルタリングのための

好悪分類に適したものであるか否かということの確認，および，各特徴量を用いた

場合の比較の性能評価をおこなうための予備実験として，画像の好悪分類の精度評

価をおこなう。実験は学習用画像として 200 枚（好き:100，嫌い:100）を用い，分

割数 200で交差検定（leave-one-out cross-validation : LOOCV）をおこなった。学習用

画像についてはあらかじめ，被験者の画像を見ているときの脳波を測定しており，

正解データ（教師データ）を得るため被験者に対し好悪分類アンケート（「好き」，

「 嫌い」，「どちらでもない」のいずれかを回答する）を実施した。本研究の目的は，

好きか嫌いかを判別してフィルタリングすることであるため，好悪のどちらでもな

いものは実験対象から除外する。画像の好悪分類アンケートは，脳波測定実験の直
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後におこなった。 

つぎに，予備実験結果について述べる。分類器の性能比較をおこなうための実験

として，各特徴量から作成した好悪分類モデルを用いてそれぞれ MEM，SVM に基

づく分類器による分類結果と，あらかじめ収集したアンケートの結果を比較し，2

つの結果が同一になっている場合を正解，それ以外の場合はすべて不正解とし，正

解率の計算をおこなった。使用した特徴量はつぎに示す 5種類である。 

 CC: Color Correlogram 特徴量 

 LBP: Local Binary Pattern 特徴量 

 S: Sensitivity Feature Value（感性特徴量） 

 SCC: CC から推定した感性特徴量 

 SLBP: LBP から推定した感性特徴量 

実験結果を図 4.4に示す。また図 4.4中の横軸のラベル CC～SLBP はそれぞれ前述

の特徴量と対応する。また，縦軸が正解率を示す。 

図 4.4 を見ると，MEM と SVM を用いた場合，CC，LBP の結果と比べ S の方が

正解率が上昇している。また SCC と SLBP の結果を見ても，CC，LBP より正解率は上

昇している。このことから MEM と SVM を用いて好悪分類をおこなう場合，画像特

徴量をそのまま使うより，脳波から直接得た感性特徴量，または，推定した感性特 
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図 4.4. 各分類器を用いた場合の好悪分類正解率 

 

徴量を使う方が分類の精度は向上することが分かる。MEM を用いた場合，SLBP の結

果が SVM と比べ S の結果より悪い。これは画像特徴量から感性特徴量を推定する

時に 100%の精度で感性特徴量を推定できていないことが原因であると考えられ，ま

た LBP より SLBP の正解率は向上しているため，フィルタリングに用いることに問題

はないと判断した。 

次に，LBP から推定した感性特徴量を使用した場合の各分類器での詳細な分類結

果の再現率と適合率を表 4.1に示す。好への分類を正例，悪への分類を負例とする。 

適合率と再現率について説明する。再現率は，分類結果のうち，実際に正しく好
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悪を分類できている割合を表す。適合率は，実際の好悪分類結果のうち，どれだけ

正しく分類できたかの割合を表す。再現率 𝑅   𝑙𝑙𝒾，適合率 𝑟  𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝒾の求め方はそ

れぞれ（式 4.1），（式 4.2）で表される。 

 

   𝑅   𝑙𝑙𝒾   
𝑅𝒾

𝑁𝒾
            ………………………… （4.1） 

 𝑟  𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝒾   
𝑅𝒾

𝐶𝒾
          ………………………… （4.2） 

 

ここで，R𝒾は，分類器により分類結果と実際の好悪が一致した画像の数を示す。C𝒾

は，分類器により分類された画像の数である。N𝒾は，実際に分類された画像の数で

ある。 

 

表 4.1. LBP から推定した感性特徴量の分類結果の適合率と再現率 

 

 

 

表 4.1を見ると，SVM を使用した場合，正例の再現率は非常に高いが，適合率を

見ると正例に偏った分類がなされている。これより今回の実験において SVM は感性

各分類結果 正例 負例 

再現率 適合率 再現率 適合率 

MEM 25/100 25/63 62/100 62/137 

SVM 99/100 99/198 1/100 1/2 
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フィルタリングに用いる分類器としては，そのままの状態では適さないと判断でき

る。ただし，分類モデルの学習には，SVM に限らずその他多くのアルゴリズムでも

学習パラメータの最適化が必要不可欠であるため，本実験結果により直ちに SVM 自

体が感性フィルタリングに向いていないということを結論付けられるものではない。 

以上の結果から，画像の好悪分類に感性特徴量を用いることは有効であり，各画

像特徴量をそのまま用いるより，推定した感性特徴量を用いて好悪分類がおこなう

方が分類精度が向上することが分かった。また，以降で述べる評価実験では，学習

モデルとして MEM，学習アルゴリズムとして利用した手法は，（Limited memory- 

Broyden-Fletcher-Goldfarb-Shanno：L-BFGS）[59]である。L-BFGS は，準ニュートン

法の一種であり，従来の準ニュートン法による近似行列の更新に用いられる BFGS

公式に対し，省メモリで実現するための改良が加えられた手法である。これは，SVM

よりも安定した分類精度が得られたことと，学習パラメータの調整をおこなわなく

てもある程度の精度が得られたからである。 

 

4.3 評価実験 

本節では，感性フィルタリング技術の有効性評価のための実験をおこなう。実験

では，画像特徴量としてCCとLBPを用いる。具体的には，入力画像である好きな画
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像に対し，各画像特徴量を用いた類似画像検索をおこない，その検索結果に対して，

各画像特徴量から推定した感性特徴量に基づく感性フィルタリングを適用する。以

下予備実験と同様，SCCをCCから推定した感性特徴量，SLBPをLBPから推定した感性

特徴量とする。画像間の類似度には，各特徴量間のユークリッド距離の逆数を用い

た。検索結果上位から嫌いな画像の削除に成功した数，類似度上位10位までにおけ

る適合率などから感性フィルタリングの性能評価をおこなう。なお，検索の際，入

力画像は評価用画像データ（検索対象）から除外することとする。表4.2に，実験に

使用した画像データの内訳を示す。 

脳波測定の被験者は1名である。また，好きな画像が削除されなかった場合，およ

び，嫌いな画像が削除できた場合を，フィルタリングが成功しているとみなす。好 

 

表4.2.  実験に使用した画像の枚数 

 

きな画像が削除されてしまった場合（過削除），および，嫌いな画像が削除されなか

った場合（未削除）をフィルタリングが失敗しているとみなす。評価画像枚数は，

 好き 嫌い 合計 

学習用画像（L1～L200） 100 100 200 

評価用画像（検索対象）（E1～E200） 100 100 200 

評価用入力画像(好きな画像のみ)（E1～E100） 100 0 100 
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画像特徴量としてCCとLBP特徴量を用いた場合の成功と失敗の合計を示す。 

 

4.4 実験結果 

本節では，評価実験の実験結果について述べる。表4.3に，CCとLBPをそれぞれを

用いた場合のフィルタリングが成功した画像および失敗した画像の枚数を示す。CC 

の場合は，評価画像数が1442枚，LBPの場合は，7112枚である。 CCを用いた場合，

削除できた嫌いな画像が191枚，削除できなかった嫌いな画像が390枚であることか

ら，良好なフィルタリングをおこなうことができなかった。しかし，削除されてい

ない好きな画像が610枚，削除されてしまった好きな画像が251枚であり，好きな画 

 

表4.3. 画像特徴量としてCCとLBP 特徴量を用いた場合の結果 

 

像の分類は，分類成功率が 61.0%であることから高精度におこなうことができたと

画像特徴量 
CC LBP 

枚数 合計 枚数 合計 

成功 
好きな画像の未削除 610 

801 
652 

3810 
嫌いな画像の削除 191 3158 

失敗 
過削除 251 

641 
2954 

3302 
未削除 390 348 

評価画像数     1442    7112 
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いえる。一方，SLBP を用いた場合，SCC を用いた場合と比べて，全体的にフィルタリ

ング削除枚数が多くなった。また，SLBP では，感性フィルタリングにより好きな画

像の多くが削除されてしまう結果となったが，嫌いな画像の削除は，削除成功率が

82.8%であり高精度におこなうことができたといえる。感性フィルタリング適用前と

後の，CC と LBP それぞれを用いた検索結果の平均適合率を表 4.4に示す。SCC を用

いた場合，平均適合率は減少してしまったが，SLBP を用いた場合，平均適合率が 12.4%

向上している。 

 

表 4.4. フィルタリング前後の平均適合率 

 

 

 

また，2 種類の画像特徴量を組み合わせることで以下の条件でも実験をおこなっ

た。結果を表 4.5に示す。 

(A) CC で類似画像検索をおこなった結果に対し，SLBP で感性フィルタリングを

おこなう(以下 CC-SLBP) 

(B) LBP で類似画像検索をおこなった結果に対し，SCC で感性フィルタリングを

  CC LBP 

フィルタリング前 62.7% 52.8% 

フィルタリング後 61.0% 65.2% 
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おこなう(以下 LBP-SCC) 

結果として，実験(A)(B)の両方で平均適合率は向上した。表 4.4と比べると，推

定した感性特徴量から感性フィルタリングをおこなう場合，感性特徴量の推定に利 

用する画像特徴量は CC より LBP の方が効果的であることが表 4.5から分かる。 

 

表 4.5. 実験(A),(B)のフィルタリング前後の平均適合率 

 

 

 

4.5 考察 

本節では，評価実験の結果に基づき，考察をおこなう。以降の考察で用いる図の

画像は左端の大きい画像が入力画像であり，右側の小さい画像が出力（検索結果）

画像である。出力画像の上段（Without Filtering）が通常の類似画像検索の結果，

下段（With Filtering）が上段の結果に感性フィルタリングを適用した結果を示す。

出力画像は左側から類似度の高い順に並んでおり（1位から10位まで），赤色の枠で

囲んである画像は，事前におこなった好悪分類アンケートにより被験者が好きと判

断した画像を示す。 

 CC-SLBP LBP-SCC 

フィルタリング前 62.7% 52.8% 

フィルタリング後 64.5% 55.3% 



52 

 

図 4.5は，SLBP を用いた感性フィルタリングにより検索結果が改善された例であ

る。類似画像検索では 7枚出力されていた嫌いな画像をフィルタリングにより削除

することに成功した。しかし 4位，7位に含まれていた好きな画像も削除している。

10位以下の画像にも同様にフィルタリングがおこなわれたためフィルタリングの適

合率が向上している。図 4.6も同様に，フィルタリングにより削除することに成功

した。 

図 4.7，図 4.8は，SLBP を用いた感性フィルタリングによる削除された画像の枚数

が 65 枚，77 枚で多い例である。フィルタリングより削除された画像が多く，嫌い

な画像が正しく削除されている。このような例は，SLBP を用いた場合のみ見られた。 

また，今回検索アンケート対象として用いた画像データに対する評価用画像およ

び学習用画像のデータのすべてに対して，好悪のアンケートより，画像のカテゴリ

ごとの，被験者の好き嫌いの内訳を表 4.6 に示す。この表から分かることとして，

「昆虫」というカテゴリに属する画像はすべて嫌いと判断しており，「風景」という

カテゴリに属する画像のほとんどが好きというように，カテゴリごとで好き嫌いが

分かれやすい傾向にある。このことから，ユーザが嫌いなカテゴリの傾向が事前に

分かっていれば，画像特徴のみからでもフィルタリングがおこなえる可能性がある。

ここで，画像特徴のみからフィルタリングをおこなった結果についても，少し触れ 
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図 4.5. 上位 10件において改善された例 1（CC‐SLBP） 
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図 4.6. 上位 10件において改善された例 2（CC‐SLBP）
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図 4.7. 出力結果例 1（LBP‐SLBP） 
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図 4.8. 出力結果例 2（LBP‐SLBP） 
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表 4.6. 画像のカテゴリ別好悪内訳 

 

表 4.7. LBP から推定した感性特徴量および LBP の MEM での好悪分類結果の比較 

 

ておくと，LBP により類似画像検索した結果を，LBP 特徴量で直接好悪分類し，フ

ィルタリングした場合に，平均適合率が 54.6%となり，フィルタリング前と比較す

ると，高い適合率が得られているため，画像特徴のみからでもある程度のフィルタ

リングが可能ということがいえる。しかし，CC により直接フィルタリングした場合

は，フィルタリング削除枚数が 0 となり，有効ではないことが分かった。LBP から

推定した感性特徴量および LBP を用いた MEM による画像の好悪分類結果の適合率

と再現率の比較を表 4.7に示す。感性特徴量の結果と LBP の結果を比較した場合に， 

嫌い（負例）と分類する数のほうが多く，正例よりも適合率が高いという傾向は似

ている。 

 

  風景 動物 人物 昆虫 イラスト 植物 食べ物 

好き 57 58 34 6 15 18 12 

嫌い 9 28 31 107 2 14 9 

用いた特徴量 
正例 負例 

再現率 適合率 再現率 適合率 

SLBP  25/100 25/63 62/100 62/137 

LBP 19/100 19/72 47/100 47/128 
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第5章 結論 
 

本研究では従来の類似画像検索手法により得られた検索結果に対して嫌いな画像

の削除をおこなう感性フィルタリング手法を提案した。本研究では，脳波から計算

して得られた相互相関特徴量を感性に関する情報を持つ特徴量と考え        

感性特徴量と定義した。本手法は，正準相関分析に基づいて決定した線形回帰モデ

ルを用いて，画像特徴量から感性特徴量を推定し，その後，推定された感性特徴量

に基づき機械学習を用いて画像の好悪分類をおこなう手法である。予備実験として

入力に画像特徴量，感性特徴量，画像特徴量から推定した感性特徴量をそれぞれ用

いて MEM，SVM の 2 つの学習モデルに基づく好悪分類の評価実験をおこなった。

その結果，感性特徴量は画像の好悪分類に有効であり，推定した感性特徴量を用い

ても同様に画像の好悪分類をおこなうことができると分かった。 

提案手法を評価するため，画像特徴量に基づく類似画像検索手法に提案した感性

フィルタリングを適用し評価実験をおこなった。その結果，CC から推定した感性特

徴量を用いた場合，フィルタリング後の平均適合率は 1.3%減少してしまったが，LBP

から推定した感性特徴量を用いた感性フィルタリングをおこなうことによって平均



59 

 

適合率が 12.4%向上しており，嫌いな画像の削除に関しては 82.8%と高い精度で削除

をおこなうことに成功した。また，CC を用いて類似画像検索をおこなった結果に対

し，LBP から推定した感性特徴量を用いて感性フィルタリングをおこなった結果，

感性フィルタリングをおこなう前と比較して平均適合率は 1.8%向上した。このこと

から，提案手法によるフィルタリングは，画像の好悪分類に有効であり，感性特徴

量の推定に用いる画像特徴量は LBP が適していることがわかった。さらに，画像特

徴量のみのフィルタリングは，それほど有効でないことも確認できた。LBP から推

定した感性特徴量が有効な理由として，LBP から推定した感性特徴量は，予備実験

の結果から，嫌いな画像として分類しやすいという LBP そのものと似た分類傾向が

あり，CC から推定した感性特徴量よりも嫌いな画像を検出する性能が高いことがあ

げられる。被験者は，検索対象として用いた画像集合のうち昆虫が写っている画像

のほとんどを嫌いであると判断した。昆虫の場合，細かいものが集中していたり，

触覚や手足，模様が複雑であったりと，画像のテクスチャ特徴に共通点がある。そ

のため，昆虫の画像（ = 嫌いな画像）の分類については，LBP 画像特徴量から指定

した感性特徴量に基づく好悪分類が有効に働き，LBP 画像特徴量をフィルタリング

に用いた場合も，フィルタリング前よりも精度が向上したと推測される。今回のよ

うに，被験者の好き嫌いの傾向が，画像のカテゴリごとに偏りがある場合，画像特
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徴のみからカテゴリを推定することができれば，感性特徴量だけに頼らず，カテゴ

リごとにチューニングした好悪分類モデルを用いれば，より高精度な感性フィルタ

リングができるようになると考えられる。 

本研究でおこなった評価実験により，提案手法が感性的画像検索システムに有効

な，個人に適応した感性フィルタリングであることが確認された。また，検索結果

に含まれる嫌いな画像をユーザがチェックすることにより，好悪分類モデルを再学

習するようなフィードバック機能を追加すれば［60］，嗜好の変化や使用状況（場

面）に応じて，より個人に特化した感性フィルタリングを実現できると考えている。 
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