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あらまし 本論文では，確率的トピックモデルを用いた文書画像の領域分割について述べる．確率的トピッ
クモデルとして，bag-of-visual words 表現によって画像分類などに応用されている，文書解析手法の pLSA
(probabilistic Latent Semantic Analysis) モデルを用いる．本論文では，文字領域と図表等の領域とを分離す
ることのみを目的とするのではなく，文字領域であっても言語の違いなどによって領域分割を行うことを目的と
している．画像を単純に分割し，それぞれの部分領域のカテゴリーを推定するといった手段を用いた場合，詳細
な領域分割を行うためには，できるだけ部分領域を小さくすることが望ましいが，細かく分割することにより，
各部分領域に含まれる情報量が少なくなり，誤識別を招く可能性が高くなる．そこで本論文では，最初から細か
く分割するのではなく，十分な情報量をもつ大きさに分割し，それらにモデルを適用して得られたパラメータを
用いて，各部分領域を再分割する手法を提案する．提案手法の検証実験の結果，高い識別率で詳細な領域分割が
可能であることが示された．
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1. ま え が き

は，数式に対応していない OCR では，数式部分の認

現在の OCR (Optical Character Recognition) は，

部分の行の高さが他の行と異なることなどから，数式

識結果として不適切な文字列が並ぶだけでなく，数式

十分に実用レベルであり，様々な場面で利用されてい

付近のレイアウト解析に影響を及ぼすことも考えら

る．文書画像を認識する際，文字領域や図表領域の判

れる．

別や，段組などの構造の理解といったレイアウトの解

そこで，本論文では認識エンジンに頼らない文書画

析がはじめに行われる．認識対象領域かどうかもレイ

像の領域分割手法について提案する．文書画像をその

アウト解析で判別することになるが [1]，文字認識エン

内容（言語や数式や図）によって分割することは，レ

ジンを用い，仮の認識結果の信頼度等によって認識対

イアウト解析の用途だけでなく，文書画像に含まれる

象かどうかを決定することも多い．例えば，文献 [2] で

言語や数式領域の分布や，その位置関係などを利用

は，認識対象の数式領域を文字認識エンジンを用いて

した文書画像検索や分類といった応用も考えられる．

抽出している．多くの OCR ソフトウェアでは，レイ

これまで，数々の文書画像におけるレイアウト解析に

アウト解析において認識対象でないと識別された領域

関する研究が行われており，文書領域や図表領域・写

は，詳細な認識処理は行われずに画像として出力され

真領域などの幾何学的な構造を解析するものや，文

る．写真や図の領域と文字領域の判別はおおむねうま

書領域においてタイトル部分やキャプション部分な

くできるが，対応していない言語の文字領域が入力さ

どの論理的な構造の理解を目的としたものが挙げら

れた場合，それを認識結果の信頼度等でリジェクトす

れる [3], [4]．本研究の目的は，これらとは異なってお

るのは困難な場合も多い．例えば，日本語用の OCR

り，言語の違いや印刷文字/手書き文字の違いなどを

にハングル文字の領域を含む文書画像が入力された場

文字認識エンジンを用いずに判別することである．具

合などである．また，文書画像に数式が含まれる場合

体的には，文字領域の特徴量に基づいて，各領域を数
式・日本語・英語・手書き文字に分類した．文書画像
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の領域分割手法として，bag-of-visual words 表現 [5]
と統計的文書解析のモデルである確率的トピックモデ
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ルを用いる．近年の画像検索・画像分類の分野におい

域分割に適した特徴抽出方法についての比較・検討も

て，画像中の局所特徴の特徴ベクトルをベクトル量

行う．

子化することによって画像を表現する，bag-of-visual

words，bag-of-keypoints [5] などと呼ばれる画像表現
が多く用いられている．これは，統計的文書解析にお

2. 確率的トピックモデル
2. 1 pLSA モデル

ける bag-of-words と同様の考え方であり，文書解析

本論文では，確率的トピックモデルとして，pLSA

において，語順を無視して文書を単語 (word) の集合

(probabilistic Latent Semantic Analysis) モ デ ル

として表現するのに対し，位置を無視して画像を局所

[6]〜[8] を用いる．文書は単語の集合として記述さ

特徴 (visual word) の集合として表現するというもの

れるが，この単語はある確率分布に従って発生する．

である．この bag-of-visual words 表現によって，統

このとき，単一の確率分布を想定する単純なモデルで

計的文書解析の手法が適用できるようになり，例え

は，多様な単語から構成される文書のモデルとして

ば，probabilistic Latent Semantic Analysis (pLSA)

は不十分である．そこで，観測できない隠れ変数（ト

モデル [6]〜[8] や Latent Dirichlet Allocation (LDA)

ピック）を導入し，トピックごとに単語発生確率分布

モデル [9] などといった確率的トピックモデルが画像

が与えられ，これに従って単語が発生するモデルを考

解析の分野にも応用されている．bag-of-visual words

える．このとき，pLSA モデルにおいては，この隠れ

表現と確率的トピックモデルを用いた識別手法により，

た変数であるトピックの比率（トピック発生確率）は

物体やシーンの認識などにおいて，その有効性が高い

文書ごとに決まっており，各文書についてそのトピッ

ことが確認されており [10]〜[12]，文書画像の領域分

ク比に従ってトピックが決定され，そのトピックに対

割においても有用であると思われる．

応する確率分布に従って単語が発生すると考える．今，

画像の領域分割を行う場合，画像を単純に分割し，
それぞれの部分領域のカテゴリーを識別するというア

単語 w を，語彙 W の要素 (w ∈ W = {w1 , . . . , wV })
とし，単語 w の集合で表現される文書を d，N 個の文

プローチが考えられる．詳細な領域分割を行うために

書の集合を D = {d1 , . . . , dN }，T 個の隠れ変数（ト

は，できるだけ部分領域を小さくすることが望ましい

ピック）を z ∈ Z = {z1 , . . . , zT } とする．また，K

が，部分領域が小さければ小さいほど，各領域に含ま

個のカテゴリーを c ∈ C = {c1 , . . . , cK } で表す．

れる特徴量（情報量）が減少するため，従来より識別

pLSA モデルのグラフィカルモデルを，図 1 に示す．

問題によく用いられている，kNN (k-Nearest Neigh-

pLSA モデルでは，各単語 w にトピック z が割り当

bour) 法や SVM (Support Vector Machine) 法 [14]

てられ，各単語の出現確率は p(w|z)，各文書 d のト

では，識別性能の低下を招く可能性がある．そこで，

ピック分布は p(z|d) で表される．pLSA モデルでは，

本論文では，十分な情報量が得られる大きさの部分領

p(w|z) と p(z|d) に基づいて，以下のように文書が生

域に確率モデルを適用し，そこで得られたパラメータ

成される．

を用いて，情報量の少ない小さな部分領域へのモデル

1. 文書 d が p(d) に基づいて生成される．

の適用を近似することにより，小領域に対しても十分

2. 文書中の各単語について，p(z|d) に従ってト

な精度を有する領域分割方法を提案する．確率モデル
として，pLSA モデルや LDA モデルに代表される確
率的トピックモデルを用いる．pLSA モデルと LDA
モデルは類似したモデルであるが，pLSA モデルの方

ピック z が選択される．

3. p(w|z) に従って，単語が生成される．
トピック z について，周辺化を行うことにより，同
時確率 p(w, d) が得られる．

が LDA モデルに比べてより単純で実装も容易である．
本研究では双方を比較した識別実験を通して，pLSA
モデルに基づく識別方法によって LDA モデルと同等
の識別性能が得られることを示し，pLSA モデルに基
づく領域分割手法を提案する．また，部分領域を表現
する visual word は，画像の局所特徴から生成される
ため，文書画像の領域分割の精度は，特徴抽出の影響
を大きく受けると考えられる．そこで，文書画像の領

図 1 pLSA モデルのグラフィカルモデル
Fig. 1 Graphical model representation of pLSA.
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p(w, d) = p(d)



p(w|z)p(z|d)

(1)

=

z∈Z


n(w, d)p(z|w, d)
 w∈W


(β − 1) +
T (β − 1) +

z∈Z

w∈W

n(w, d)p(z|w, d)
(9)

pLSA モデルのパラメータである p(w|z) と p(z|d)
は，EM アルゴリズム [15] を用いて対数ゆう度を最大
化することで算出することができる．対数ゆう度は，
以下のように表される．



L=

未知文書 d のトピック分布 p(z|d ) は，上記手順に
よって得られた p(w|z) を用いた folding-in アルゴリズ

n(w, d) log p(w, d)

ムで算出する [6]．pLSA モデルにおける，folding-in

d∈D w∈W



=

アルゴリズムは，

n(w, d) log p(d)

d∈D w∈W

+

となる．ここで，α = α1 = · · · = αV ，β = β1 =

· · · = βT とした．



n(w, d) log

d∈D w∈W



［E-Step］

p(w|z)p(z|d) (2)
p(z|w, d ) = 

z∈Z

ここで，n(w, d) は，文書 d に含まれる単語 w の出
現頻度を示す．pLSA モデルにおける EM アルゴリズ
ムは，

p(w|z)p(z|d )
p(w|z)p(z|d )
z∈Z

［M-Step］

p(z|d )

［E-Step］

=

p(w|z)p(z|d)
p(z|w, d) = 
p(w|z)p(z|d)
z∈Z

(10)


n(w, d )p(z|w, d )
 w∈W



(β − 1) +
T (β − 1) +

z∈Z

w∈W

n(w, d )p(z|w, d )

(3)

(11)
で与えられる．

［M-Step］



p(w|z) = 



d∈D
w∈W

d∈D


p(z|d) = 

n(w, d)p(z|w, d)



w∈W

z∈Z

n(w, d)p(z|w, d)

n(w, d)p(z|w, d)

w∈W

n(w, d)p(z|w, d)

2. 2 LDA モデル
(4)

本論文では，pLSA モデルに基づく識別方法の比較
対象として，LDA (Latent Dirichlet Allocation) モ
デル [9] に基づく識別も行うため，ここで LDA モデル

(5)

の概要について述べる．pLSA モデルにおいては，文
書ごとにトピック生成確率（トピック比）が与えられ

となる．ここで，オーバフィッティングを緩和するた

るが，このパラメータは確率変数ではない．このため，

めに，ゆう度関数を最大化する代わりに事後確率を最

文書数が増大すると，推定すべき未知パラメータもそ

大にするような p(w|z)，p(z|d) を求めることを考え

れに伴って増大することになる．LDA モデルはこの

る．事前分布として以下のような Dirichlet 分布を仮

トピック生成確率を与えるパラメータを確率変数とし

定する．

て扱い，その確率分布（Dirichlet 分布）を導入して

p(wv |zt ) ∼ Dir(α1 , . . . , αV )

(6)

p(zt |di ) ∼ Dir(β1 , . . . , βT )

(7)

データ生成過程をモデル化するものである．本論文で
用いる LDA モデルは，文献 [13] と同じもので，デー
タの生成過程は以下のように表すことができる．ここ

この場合の EM アルゴリズムは，E-Step は式 (3) と

で，文書 di における各単語へのトピックの割当を z di

等しく，M-Step は，

と記述する．
（ 1 ） 各トピック j = 1, . . . , T ごとに，トピック

p(w|z)
=

(α − 1) +
V (α − 1) +

(j)



w∈W

n(w, d)p(z|w, d)

Dirichlet 分布に従って得られる．



d∈D

n(w, d)p(z|w, d)
d∈D
(8)

p(z|d)
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(j)

に対応する単語生成確率 φ(j) = (φ1 , . . . , φV ) が



p(φ(j) ) ∼ Dir(β1 , . . . , βV )

(12)

（ 2 ） 各文書 di (i = 1, . . . , N ) ごとに以下を繰り
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らば，EM アルゴリズムを適用できる pLSA モデルを

返す．

(a) 文 書 di の ト ピック 比 を 表 す θ (di )
(d )
(d )
(θ1 i , . . . , θT i )

=

が Dirichlet 分布に従って得られる．

p(θ (di ) ) ∼ Dir(α1 , . . . , αT )

(13)

(b) 文書 di 中のそれぞれの単語について，多項分
布に従ってトピックが割り当てられる．

p(z di |θ (di ) ) ∼ Mult(θ (di ) )

ましい考えられる．本研究では，2. 1 に述べた pLSA
モデルに MAP 推定を適用するモデルにより，LDA
モデルと同等の識別能力が得られることを示す．

3. 確率的トピックモデルの画像データへの
適用

(14)

(c) 選択されたトピックに対応する多項分布に従っ

3. 1 画像の文書表現
確率的トピックモデルは，もとは文書解析用のモデ
ルであるため，画像データに適用するためには，文書

て，文書 di 中の単語 w が生成される．

p(w|z di , φ(j) ) ∼ Mult(φ(j) )

用いる方がモデルの簡単さや実装の容易さの点から望

データにおける，単語 (word) や文書 (document)，語

(15)

彙 (vocabulary) に相当するものを，画像データにお

本論文で用いた LDA モデルのグラフィカルモデルを

いても定義する必要がある．文書データと同様に，文

図 2 に示す．LDA モデルを式で表現すると以下のよ

書，語彙は単語の集合として考えることができる．画

うになる．

像データにおける単語 (visual word) は，画像から得
られる局所特徴によって表現される．確率的トピック

p(D, Z  , Θ, Φ|α, β)
= p(Φ|β)

N


モデルは，語順を無視して，文書を単語の集合として

p(θ (di ) |α)p(z di |θ (di ) )p(di |z di , Φ)

i=1

(16)
こ こ で ，各 変 数 を Z  = {z d1 , . . . , z dN }，Θ =

{θ (d1 ) , . . . , θ (dN ) }，Φ = {φ(1) , . . . , φ(T ) }，α =

扱う bag-of-words という考え方に基づいており，画
像データに適用する際は，bag-of-visual words [5] な
どと呼ばれ，位置を無視して，文書に相当する画像

(visual document) を visual word の集合として考え
ることとなる．

3. 1. 1 visual word の定義

{α1 , . . . , αT }，β = {β1 , . . . , βV } でまとめて表記し

本論文では，文書画像から抽出した局所特徴の特徴

ている．観測データが与えられたときの事後確率を直

ベクトルをベクトル量子化することによって，画像にお

接求めるのは困難であるため，一般的に変分ベイズ法

ける単語 (visual word) として扱う．本論文では，ベク

や MCMC (Markov Chain Monte Carlo) 法による近

トル量子化方法として k-means 法を用いた．k-means

似解法が用いられる [13]．本論文では変分ベイズ法を

法のパラメータであるクラスタ数 k が，visual word

用いてパラメータ推定を行う．

の種類数となり，それぞれのクラスタの中心に位置す

LDA モデルは pLSA モデルと異なりパラメータが
データとともに増大することはなく，オーバフィッティ

る特徴ベクトルが，語彙 (visual vocabulary) を構成
する単語として得られる．

ングへの耐性が高いことが期待できる．しかしながら，

3. 1. 2 visual document の定義

推論のために近似解法（変分ベイズ法・MCMC 法）な

本論文では，文書画像を複数の部分領域に分割し，

どを用いる必要があり，推論の精度が同程度であるな

それぞれに含まれる局所特徴量を visual word 表現に
量子化した部分領域を visual document として扱う．
学習用の visual document を生成する場合の文書画像
の分割については，単純なグリッド分割と，各部分領
域に含まれる特徴点数がほぼ等しくなるように特徴点
位置に基づく k-means 法による分割を行った．これ
は，visual word を生成する場合の特徴ベクトルのベ
クトル量子化において，カテゴリー間の特徴点数の偏

図 2 LDA モデルのグラフィカルモデル
Fig. 2 Graphical model representation of LDA.

りが識別性能に及ぼす影響を調べるためである．未知
画像（テスト画像）の部分領域については，単純にグ
879
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リッドで分割したものを用いる．

3. 2 特 徴 抽 出

たせたものが，Harris aﬃne detector である．

3. 2. 2 特徴表現方法

visual word は，局所特徴の特徴ベクトルを量子化

3. 2. 1 で挙げた手法によって抽出された各点の特

したものであるため，特徴抽出方法は識別精度に大き

徴量表現として，Haar wavelet [21]，SIFT descrip-

く影響すると思われ，適した特徴抽出手法について調

tor [16]，輝度のこう配方向のヒストグラム (Gradient

べる必要がある．本研究では，まず画像から特徴点を

histogram) を用いる．それぞれについて以下にアルゴ

検出し，検出された各特徴点において特徴量を算出す

リズムの概要を示す．

るという手順で特徴抽出を行う．

［Haar wavelet］ Haar wavelet を用いた特徴量表現

3. 2. 1 特徴点検出方法

は，物体の検出などによく用いられている [22]．本研

本論文では，特徴点検出方法として，一定間隔ご

究では，各特徴点を中心とした 16 × 16 ピクセルの局

とにサンプリングする方法 (dense detector) と，ス

所領域について，式 (17) に示すスケーリング関数，及

ケール変化に耐性のある SIFT detector (DoG de-

び，式 (18) に示すウェーブレット関数で定義される

tector) [16]，スケールだけでなく視点（撮像角度）変

Haar wavelet 変換を行い，得られた 256 次元の係数

化にも耐性のある Harris aﬃne detector [17] を用い

を特徴ベクトルとして用いる．



て比較検討を行う．SIFT detector 及び Harris aﬃne

detector について以下にアルゴリズムの概要を示す．

φ(x) =

［SIFT detector (DoG detector)］ 特徴点とスケー

⎧
⎪
⎨

ルの探索方法として，スケールを変化させながら生成
した Laplacian of Gaussian (LoG) フィルタを用いた
方法 [18] が提案されている．これは，異なるスケール

ψ(x) =

⎪
⎩

1

for 0 ≤ x < 1

0

otherwise.
1

for 0 ≤ x < 1/2

−1

for 1/2 ≤ x < 1

0

(17)

(18)

otherwise.

の LoG フィルタを入力画像に適用することで得られ
るスケールスペースにおいて，その極値を探索するこ

［SIFT descriptor］ SIFT descriptor では，各特徴点

とで，特徴点とスケールを決定するというものである．

について，その方向（オリエンテーション）を求め，

SIFT detector では，LoG の近似である Diﬀerence

このオリエンテーションに基づいて特徴点周辺の領域

of Gaussian (DoG) を用いて，より効率良く初期の特

を回転させて特徴量を算出するため，回転に不変な特

徴点とスケールの決定を行う．スケールの異なるガウ

徴量が得られる．オリエンテーションを求めるには，

ス関数と入力画像とを畳み込んだ平滑化画像の差分が

特徴点周辺の画素のこう配方向とこう配強度を求めて，

DoG 画像と呼ばれるもので，これを複数の異なるス

ガウシアン重み付きの方向ヒストグラムを作成し，そ

ケール間で求めることでスケールスペースが作成され

れを 36 方向に量子化したヒストグラムを算出する．こ

る．画像全体についてスケールスペースの極値を検出

のヒストグラムの最大値から 80%以上となる要素（方

し，極値が得られた位置が特徴点の候補点となる．こ

向）を特徴点のオリエンテーションとして用いる．特

れらの候補点から，ノイズに影響されやすいコントラ

徴量表現はオリエンテーションによって正規化された

ストが低い点や，開口問題 (aperture problem) の影

周辺領域を 4 × 4 = 16 ブロックに分割し，ブロック

響を受けやすいエッジ上に存在するような点を取り除

ごとにこう配方向とこう配強度に基づく 8 方向のヒス

いたものが特徴点として扱われる．

トグラムを作成することで，4 × 4 × 8 = 128 次元の

［Harris aﬃne detector］ 輝度値の変動に基づく特徴
点の検出方法として，最もよく用いられている方法の

特徴ベクトルが得られる．
［輝度のこう配方向のヒストグラム］ SIFT descriptor

一つに Harris detector [19] がある．この Harris de-

では，各特徴点についてオリエンテーションを求め，

tector に LoG を用いたスケール探索の概念を取り込

それに基づいて回転を加えた特徴点の周辺領域から特

み，スケール変化に耐性をもつ Harris Laplace detec-

徴量を算出するが，本研究で用いた輝度こう配方向の

tor [20] が提案されている．Harris Laplace detector

ヒストグラムは，そのオリエンテーションに基づく回

では，LoG に等方的なガウス関数が用いられるが，近

転処理を省略したものである．特徴量の表現方法は，

傍のこう配方向を反映した非等方的なガウス関数を用

SIFT descriptor と同じであり 128 次元の特徴ベクト

いることで，視点変化（アフィン変化）にも耐性をも

ルとなる．これは，回転に不変な特徴量の必要性に関
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c に含まれる文書数を意味している．また，この分類

して調べるためのものである．

方法は，pLSA モデルだけでなく，LDA モデルにも

4. カテゴリーに基づく文書画像分割

適用可能である．

4. 1 確率的トピックモデルによる分類方法

4. 2 visual document の再分割

確率的トピックモデルは，教師なしの学習モデルで

未知画像の詳細な領域分割を行うには，部分領域を



あるため，未知文書 d のカテゴリー c の推定につい

できるだけ小さくすることが望ましいが，細かく分

て述べる．本論文では，画像特徴 (visual word) を生

割することにより，各 visual document に含まれる

成する確率分布を決定する隠れ変数（トピック）が存

visual word 数（情報量）が少なくなり，誤識別を招

在し，観測できないその値によって画像特徴が発生す

く可能性が高くなる．そこで，最初から細かく分割す

るというモデルを想定している．これを用いて文書を

るのではなく，まず，十分な情報量をもつ大きさに分

その内容に従って，数式・日本語・英語・手書き文字

割し，各 visual document にモデルを適用して，そこ

に分類することを考える．このためには pLSA モデ

で得られたパラメータを用いて，各部分領域を再分割

ルを適用した推論によって得られたトピック値とカテ

することによって，細かく分割された部分領域のカテ

ゴリーを 1 対 1 に対応させる，すなわちトピック=カ

ゴリーを推定する方法を提案する．

テゴリーとみなすことにより，トピック値からカテゴ

ここで，十分な情報量をもつ未知の visual docu-

リーを推定し，これによって領域分割を行うことがま

ment d を再分割した visual document d のカテゴ

ず考えられる．しかしながら，各カテゴリーに含まれ

リーを推定することを考える．p(c|d ) を算出するこ

るシンボルは多様で類似画像特徴を発生させるものも

とによってカテゴリーを選択するが，d に folding-in

多く存在すると考えられ，各カテゴリーに対して単一

アルゴリズムを適用して算出した p(c|d ) によってカ

の固定されたトピックを割り当てるモデル化方式では，

テゴリーを推定すれば，最初から細かく分割した場合

カテゴリーのもつ多様性や不確定性を表現するには十

と同等であり，情報量不足による識別精度の低下のお

分ではないと考えられる．そこで本論文においては，

それがある．そこで，以下の式によって p(c|d ) を算

各カテゴリーとトピックを 1 対 1 に対応させるので

出することを考える．

はなく，トピックが与えられたとき，その値に従って
カテゴリー発生確率が決定されるというモデルを想定

p(c|d ) ∝



n(w, d )p(c|w, d )

(23)

w∈W

し，この条件付きカテゴリー発生確率を導入すること
によって各領域のカテゴリー確率を決定する以下のよ

ここで，p(c|w, d ) は，式 (10) 及び式 (20) を利用

うなモデルを想定する．未知文書 d のカテゴリーと

して，



して，以下の式で与えられる p(c|d ) が最大となるカ
テゴリー c を選択する．

p(c|d ) =



p(c|w, d ) =



p(c|z)p(z|w, d )

(24)

p(c|z)p(z|w, d )

(25)

z∈Z

p(z|d )p(c|z)

(19)

z∈Z

≈


z∈Z

ここで，p(c|z, d ) = p(c|z) とした．p(z|d ) は式 (11)

として算出する．d のカテゴリーとして，p(c|d )

によって得られ，p(c|z) は，ベイズの定理を用いて，

が最大となるカテゴリー c が選択される．これは，

p(z|c)p(c)
p(z|c)p(c)
c∈C

p(c|z) = 

(20)

Nc
,
N
1
p(z|c) ≈
Nc

するものである．これにより，d に含まれる visual

(21)



む visual document であることから，p(z|w, d ) ≈

p(z|w, d ) と近似できるはずであるという考えに起因

として算出できる．p(c)，p(z|c) については，

p(c) ≈

p(z|w, d ) を直接推定するのではなく，d は d を含

word 数が少ない場合でも，安定した p(z|w, d ) が得
られることが期待できるため，識別率の低下を避けら

p(z|di )

(22)

れると考えられる．

{i|category(di )=c}

とした．ここで，N は文書数を表し，Nc はカテゴリー
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割したものと，それを更に 60 × 60 ピクセルに再分割

5. 評 価 実 験

したものを用いた．ここで，各局所領域において含ま

5. 1 デ ー タ

れる特徴点数が 25 未満の場合は，その領域をリジェ

本論文では，識別対象として，数式，活字日本語，

クトしている．各文書画像の枚数と，特徴点検出方法

活字英語，手書きの 4 カテゴリーの分類を行う．数式

として DoG detector を用いたときに各文書画像を分

データは論文などから数式領域のみを切り出して作成

割した場合の局所領域数を表 2 に示す．また，本論

したものを使用し，活字の日本語・英語データは学術

文における実験結果は 5 回のランダムサンプリングに

論文を用い，手書きデータは，手書きメモや手書き論

よって作成した 5 種類のデータセットから得られた結

文を収集したものである．手書きのメモは，2 名の書

果の平均値を表している．

き手によってレイアウトなどは気にせずに書かれたも

5. 2 pLSA モデルによる識別

ので，手書き論文は，ワープロを使わずに論文を投稿

5. 2. 1 pLSA モデルのパラメータの選択

していた時代に投稿先のレイアウトの規定に従って，
丁寧に書かれた 2 名の書き手のものである．その手書

学習データとして，k-means 分割によって得られ
た局所領域 (visual document) から，各カテゴリー

き論文のレイアウトは現在のワープロを用いたものと

について，それぞれ 100 領域をランダムサンプリン

ほとんど変わらない．これらはすべて，A4 サイズの

グした 400 領域を用いる．visual word の生成には，

もので 300 dpi の画像として取り込んだものである．

この 400 領域に含まれる特徴ベクトルのすべてを用

また，各文書画像には，対象の言語のみが含まれるよ

いる．また，ここでは，特徴抽出方法として，DoG

うに編集を行っている．具体的には，各カテゴリーの

detector と SIFT descriptor を利用する．テストデー

文書は表 1 に示すような文字種で構成される．手書き

タは，240 × 240 ピクセルに分割して得られたすべて

のメモを除き，それぞれのカテゴリーのデータは単一

の局所領域（8,271 領域）を識別対象とする．pLSA モ

の学術論文から作成したためフォントの種類やサイズ

デルによって識別を行う場合には，visual word の種

の変動は小さく，レイアウト（横書き）も比較的整っ

類数，トピック数を与える必要がある．そこで，visual

たデータであるといえる．これらの画像を分割して

word の種類数とトピック数を変化させた場合の識別

学習・テスト用データを作成するが，学習用として，

結果を図 3，図 4 に示す．これらの結果より，visual

300 × 300 ピクセルに分割したものと，含まれる特徴

word の種類数及びトピック数は大きい方が識別率が

点数ができるだけ均等になるように特徴点位置に基づ

高いことが分かる．トピックモデルを用いて教師なし

く k-means 法を用いて分割したものを利用した．こ

の画像分類を行う場合，トピック数とカテゴリー数を

のとき，k-means 法のパラメータ k は画像ごとに異な

同一にしている報告もあるが，文書画像を対象とした

り，各局所領域の特徴点数の平均が 500 となるように

場合，トピック数が少ない場合の識別率は低くなって

設定した．テスト用として，240 × 240 ピクセルに分

おり，少なくともカテゴリー数の 2 倍以上のトピック
数が必要と思われる．これらの結果から，visual word

Table 1

表 1 各カテゴリーに含まれる文字種
Character types contained in each category.

カテゴリー
数式文書
日本語文書
英語文書
手書き文書

含まれる文字種
数式記号，
（数式に含まれる）英字・数字
日本語，
（日本語文書中の）数字
（英語文書中の）英字・数字
手書き文字

Table 2
mathematical formula
printed Japanese
printed English
hand written
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の種類数は 300，トピック数は 20 で十分であると思
われ，以降の実験では，これらのパラメータを用いる．

5. 2. 2 学習用データの生成方法の比較
次に，学習用の visual document の生成について考
える．visual document の生成方法（領域分割方法）
として，k-means 法を用いる場合と，単純にグリッ

表 2 各カテゴリーの画像枚数と局所領域数
The number of images and local regions of each category.

# of images
12
34
15
42
103

k-means
853
2,599
1,797
2,779
8,028

300 × 300 pixel grid
1,014
1,408
797
2,332
5,551

240 × 240 pixel grid
1,514
2,170
1,193
3,394
8,271

60 × 60 pixel grid
7,530
20,175
15,053
22,233
64,991

論文／確率的トピックモデルによる文書画像の領域分割

図 3 visual vocabulary のサイズと識別結果の推移
Fig. 3 Comparison of the classiﬁcation rates with
respect to the size of visual vocabulary.

図 5 k-means 法による分割とグリッド分割の比較
Fig. 5 Comparison of the classiﬁcation rates based
on k-means- and grid-based segmentation.

Fig. 6
Fig. 4

図 4 トピック数と識別結果の推移
Comparison of the classiﬁcation rates with
respect to the number of topics.

図 6 識別器ごとの識別結果
Classiﬁcation rates of each classiﬁer.

5. 2. 3 他の識別手法との比較及び複数のカテゴ
リーが含まれる文書画像への適用

pLSA モデルを用いた識別方法の識別能力を調べ
ドで分割する場合を考える．各カテゴリーにおける

るために，LDA (Latent Dirichlet Allocation) モデ

visual document 数を同一にした場合，グリッド分割

ルを用いた識別法，kNN (k-Nearest Neighbour) 法，

では各領域の特徴点数に大きな差が出る可能性があ

SVM (Support Vector Machine) 法との比較を行っ

り，visual word の生成の際に用いるデータの特徴点

た．各識別器による識別結果を図 6 に示す．kNN 法が

数にカテゴリー間で偏りが生じる可能性がある．一

最も識別率が高かったが，識別率の平均の差は 1%未満

方，k-means 法による分割では，各領域の特徴点数は

であり，大きな差はないといえる．また，これらの実

グリッド分割に比べ安定するため，そういった偏りは

験結果より，MAP 推定を用いた pLSA モデルと LDA

小さくなる．図 5 に，k-means 法による分割とグリッ

モデルは識別精度に大きな差はなく，確率的トピック

ド分割の場合の識別結果を示す．実験では，学習デー

モデルとしては，より実装が容易な pLSA モデルで十

タとして k-means 法による分割とグリッド分割で得

分であると考えられる．

られた visual document を各カテゴリー 100 領域ず

こ こ で ，四 つ の カ テ ゴ リ ー が 含 ま れ る 文 書 画 像

つサンプリングした 400 領域を用いている．これらの

（図 7 (a)）を作成し，この文書画像の領域分割を行

結果より，わずかではあるが k-means 法による分割

う．これを 240 × 240 ピクセルに分割し，それぞれの

の方が識別率が高く，効果があることが分かる．ゆえ

領域のカテゴリーを pLSA モデルに基づく識別方法

に，visual word 生成の際，各カテゴリー間の特徴点

によって推定すると図 7 (b) のような結果が得られた．

数の偏りは小さい方が望ましいと考えられる．

ここで，赤・緑・青・黄は，それぞれ数式・日本語・
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Fig. 7

図 7 文書画像への適用結果
Segmentation results of a document image.

英語・手書き領域を表している．この結果を見ると，

60 × 60 ピクセルに分割して作成した 64,991 領域に対

240 × 240 ピクセルに分割したのでは，一つの局所領

し，それぞれの領域のカテゴリーを推定した際の結果

域に複数のカテゴリーが含まれている場合もあり，こ

を図 8 に示す．240 × 240 ピクセルに分割した場合の

の入力画像の領域分割を行うには分解能が不足してい

図 6 の結果に比べ識別率が悪化しているのが分かる．

ることが分かる．よって，実用性を高めるにはより細

また，図 7 (a) に示す画像に対し，60 × 60 ピクセル

かく分割する必要があると思われる．次に，文書画像

で領域分割を行ったところ，図 7 (d) が得られ，カテ

を 60 × 60 ピクセルに分割して，手動でカテゴリーを

ゴリーの推定が不安定であることが分かる．

付与したものを図 7 (c) に示す．ここで，カテゴリー

5. 2. 4 部分領域の再分割

は表 1 に従って付与し，領域内に複数のカテゴリーが

図 6 では比較的高い識別結果が得られているが，こ

含まれる場合，及び，特徴点数が 25 に満たない領域

れは局所領域に単一のカテゴリーのみ含まれる場合

は，白く表示している．240 × 240 ピクセルに分割し

のことである．本論文では，ある領域に一つのカテゴ

た場合と比べると，細かく領域分割が行える可能性が

リーラベルのみを付与することを前提としているため，

あることが分かる．そこで，表 2 のデータにおいて，

局所領域に複数のカテゴリーが含まれていては，そも
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次に，再分割された 60 × 60 ピクセルのグリッドに
ついて，周囲の visual word も利用して，更にカテゴ
リーの推定を安定させることを考える．本論文では，

60 × 60 ピクセルのグリッドを中心とする 120 × 120
ピクセルのグリッドに含まれる visual word を対象の

visual document を構成する visual word として考え，
それに対してカテゴリーの推定を行った．その結果を
図 7 (f) に示す．この実験結果から全体的に識別精度
は向上しているように見える．ただし，あまり領域を
図 8 60 × 60 ピクセルのグリッドに分割した際の識別率
Fig. 8 Classiﬁcation results for 60 × 60 pixel grids.

拡大しすぎると再分割の意味が薄れてしまう可能性は
ある．

5. 3 特徴抽出手法の選択
文書で用いられるフォントサイズは一般には極めて
多様である，またスキャナ等により電子化された文書
の中には，入力時に回転のゆがみが含まれている場合
も考えられる．以下では，学習に用いられた文書デー
タとは異なるサイズの文書や，文書に回転のゆがみが
含まれている場合の耐性を見るために，入力画像にス
ケール変化及び回転を加えた場合の各特徴抽出手法に
図 9 240 × 240 ピクセルのグリッドを 60 × 60 に再分割
した際の識別率
Fig. 9 Classiﬁcation results by re-segmenting 240 ×
240 pixel grid into 60 × 60 pixel grid.

よる識別率の違いについて調べる．データは，スケー
ルを変化させたものとして画像を 0.75 倍，1.25 倍し
たものを用い，回転を加えたものとして画像を 5◦ 〜

20◦ 回転させたものを作成しテストデータとした．な
お，学習用データは，スケール変化・回転を加えてい

そも正確な識別は不可能である．また，こういった複数

ない画像を用いて作成している．データ数は，学習用

のカテゴリーからなる局所領域が得られることをでき

として各カテゴリー 100 領域の 400 領域，テスト用と

るだけ避けるために，単純に局所領域を細かくしたの

して各カテゴリー 500 領域の 2,000 領域である．

では識別率は大幅に悪化してしまう．そこで，4. 2 で

まず，スケール変化と識別率の推移について述べる．

述べた部分領域の再分割を行う．表 2 に示す 240×240

ここでは，スケール変化に耐性のある DoG detector

ピクセルに分割したテストデータに対し pLSA モデル

と Harris aﬃne detector，スケール変化に耐性のない

を適用し，得られたパラメータを用いて，60 × 60 ピク

一定間隔（8 ピクセル）のサンプリング (Dense detec-

セルに再分割した場合の識別結果を図 9 に示す．単純

tor) を特徴点検出方法として用い，画像表現について

に細かく分割した図 8 の結果に比べて識別率が改善さ

は SIFT descriptor を用いた．図 10 にスケール変化

れていることが分かる．また，この手法を図 7 (a) に

を加えた画像の識別結果を示す．識別率はスケール変

適用した場合の，結果を図 7 (e) に示す．これらの結

化に耐性をもつ特徴点検出方法の方が高いことが分か

果より，最初から細かく分割するよりも，大まかに分

る．表 3 にスケール変化を加えた場合の各特徴抽出

割しておき，それを再分割した場合の方が高い識別率

手法の識別率の変化率を示す．ここで，スケール変化

が得られていることが分かる．これは，細分化した領

を加えない画像の識別率を 1.0 に正規化して表してい

域 d のカテゴリーを推定する際，pLSA モデルを d

る．スケール変化を加えた場合の識別率の変化率（悪

に適用してカテゴリーを推定するのではなく，大まか

化の程度）についてもスケール変化に耐性のある特徴



に分割した各領域 d に pLSA モデルを適用して得ら

点検出方法の方が小さいこと分かる．したがって，画

れた p(z|w, d ) を用い，p(z|w, d ) ≈ p(z|w, d ) と近

像間や，学習データと未知データの間でフォントサイ

似することで，情報量の少ない細分化された領域のカ

ズに差がある可能性がある場合には，スケール変化に

テゴリーを高い精度で推定できることを示している．

耐性のある特徴点検出方法を用いる必要があると思わ
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き文字画像を含む場合，書く時点で傾きが含まれてい
ることも考えられるため，回転に耐性のある画像表現
を用いることが望ましいと思われる．

5. 4 画像の分割形状について
本論文では，画像のセグメンテーションをグリッド
分割に基づく単純な方法で行っている．また，実験に
用いたデータは主に学術論文であり，そのレイアウト
は比較的整っているといえる．このような整ったレイ
アウト構造の文書については，提案手法は良好な識別
図 10 スケール変化を加えた場合の識別結果
Fig. 10 Classiﬁcation results for scale changed data.

Table 3

表 3 識別率の変化率
Comparison of classiﬁcation rates by scale
change.

scale
DoG + SIFT
Harris aﬃne + SIFT
Dense + SIFT

×0.75
0.957
0.99
0.939

×1.0
1.0
1.0
1.0

×1.25
0.971
0.955
0.933

能力を有することが示された．行のベースラインが曲
線の場合や，各行が平行に並んでいないような複雑な
レイアウトに対しては，単純なグリッドでは対応でき
ない場合が多くなる可能性がある．提案手法では，位
置情報を無視した Bag-of-visual words 表現を用いて
いるため，局所領域は単純なグリッドに限らず任意の
形のものを利用することができる．したがって，単純
なグリッド分割を用いる代わりに，既存のレイアウト
解析手法によって構造解析を行い，その領域分割結果
に対して提案手法を適用することも考えられる．そう
することで，文書領域を手書き文字部分と印刷文字部
分，更には記述言語によって分離するなど，より詳細
なレイアウト解析が可能となる．また，確率的トピッ
クモデルを用いた画像分類に関する研究が盛んに行わ
れており，その有効性も高いことから，写真領域と文
字領域の判別も可能と思われ，これまでのレイアウト
解析の補助手段としても利用できると思われる．

図 11 回転を加えた場合の識別結果
Fig. 11 Classiﬁcation results for rotated data.

6. む す び
本論文では，確率的トピックモデル (pLSA) を用い
た文書画像の領域分割について述べた．文書画像の領

れる．本実験で用いたデータはフォントサイズの変動

域分割を行う際，できるだけ細かく分割したいが，最

は小さいものであるが，スケール変化に耐性のある特

初から細かく分割するのではなく，まず，十分な情報

徴点検出方法を用いることでフォントサイズの異なる

量をもつ大きさに分割し，それらにモデルを適用し，

場合にも対応できると考えられる．

そこで得られたパラメータを用いて，各部分領域を再

次に，回転を加えた場合の識別率の推移について述べ

分割する手法を提案した．提案手法によって，識別率

る．実験では特徴点検出方法として，DoG detector と

を損なわずに詳細な領域分割が行えることが検証実

Dense detector を用いた．画像表現方法として，回転

験によって示され，提案手法の有効性が確認された．

に耐性のある SIFT descriptor と，回転に耐性のない

また，文書画像の領域分割に適した特徴抽出方法に

輝度こう配の方向ヒストグラム (Gradient histogram)

ついても比較・検討を行い，一般的な画像分類などと

と Haar wavelet を用いた．図 11 に，回転を加えた画

同様に，スケール変化及び，回転に強い特徴抽出手法

像に対する識別結果を示す．特徴点検出方法によらず，

を用いることが望ましいことも分かった．本論文では

回転への耐性をもつ SIFT descriptor の優位性が確認

visual words 抽出と bag-of-words 方式のモデル化に

できる．スキャナで文書データを取り込む際，10◦ 以

基づく手法を用いたが，確率モデルに基づく文書画像

上も傾いた画像が得られることは考えにくいが，手書

解析手法としては MRF や CRF を用いる手法も提案
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