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Abstract—A lot of photographs are collected in the
cloud server through Smartphone based User Partici-
pating system such as Hiroshima Kankou Map Android
application. The difficulties of analysis for the charac-
teristic pattens related to the sightseeing spotsuare no
measurement of similarity to the landmark. In this paper,
the traditional image processing such as gray conversion,
Wavelet conversion, and the edge detection in OpenCV
are implemented. We classified the encorded image of the
collected photographs by SOM and report their results.

I. はじめに

スマートフォンを利用した個人の主観的情報を収集
する手法はユーザ参加型主観的情報センサーシステム
として知られている．我々はひろしま観光情報を収集
し分析するシステムとして Androidアプリケーション
の「ひろしま観光マップ [1]」を開発している．「ひろし
ま観光マップ」では実際の観光者によって発信された情
報を収集し，それらはGPSによる位置情報，{0, · · · , 4}
の 5段階による評価値，感想等を自由に記述できるコ
メント文，写真から構成される．このアプリケーショ
ンで収集されたデータは，観光者がその場で感じた感
動を数値などで表現したデータであり，情報収集のた
めに故意に作成されたデータではない．
　本論文ではこの「ひろしま観光マップ」で集められた
データの画像のみの分類を行う．一般に，人間の顔の輪
郭を自動で抽出する方法はデジタルカメラなどにも応
用されているが，観光地のランドマークのように，有名
な建物，土産のような物品を抽出する手法はあまり知
られていない．画像には多くの不確定要素が存在して
いるため，このような現実的な問題に対して解の近似
値を求めるソフトコンピューティングによる手法の 1つ
であるT.Kohonenの自己組織化マップ (Self Organizing
Map:SOM)[2]を用いる．SOMは人工ニューラルネッ
トワークの 1種であり，教師なし学習によるクラスタ
リングアルゴリズムとして知られる．SOMは多次元

の入力データを 2次元の出力空間に写像するアルゴリ
ズムで，この出力空間をマップと呼び，いくつかのユ
ニットから構成される．1つのユニットに対して重み
である参照ベクトルが割り当てられ，これを入力デー
タに対して近似するように学習する．各ユニット間の
位相的な距離が近いほど，そこに分類されている入力
データは類似していることを意味し，逆にユニット間
の距離が遠いと，異なる入力データが分類されている
ことを意味する．このため，SOMは視覚的入力デー
タの特徴をとらえやすいアルゴリズムとして考えられ
る．
　本論文では，この手法を用いて観光地の画像を分類
するが，投稿された画像サイズのままではデータ量が
多くSOMで処理できないため，Wavelet変換を用いる．
Wavelet変換 [3]では Haar基底を用い，低周波成分と
高周波成分に分ける．さらに，特徴を抽出しやすくす
るためにOpenCV[4]を用いて圧縮した画像のエッジを
検出する．エッジの検出方法としては，画像をグレー
スケールに変換した後Canny関数を用いる．エッジ検
出をすることにより，特徴点がとりやすくなる．本論
文では，ひろしま観光マップに投稿された観光地の画
像をWavelet変換で圧縮し，OpenCVでエッジを検出
した画像に対して類似性を測り，SOMで分類する．
　本論文では，分類結果を考察することにより，観光
情報における画像の自動分類法を提案するために得ら
れた知見を報告する．

II. 画像処理

A. Wavelet変換

この小節では Haar基底を用いた離散Wavelet変換
のアルゴリズムを述べる [5], [6]．離散ウェーブレット
変換は，元信号を高周波成分と低周波成分に分解し，
分解された低周波成分をまた高周波成分と低周波成分
に分解するという処理を繰り返し行うことである．連
続ウェーブレット変換で用いたウェーブレットに対し，



ψm,n(x) = a
−m/2
0 ψ(a−m

0 x−nb0)として離散化を行う．
但し a0 > 1, b0 > 0,m ∈ Z, n ∈ Zとする a0, b0の値
は任意の実数値である．この場合連続ウェーブレット
変換と異なり，単位の分解公式を用いる事が出来ない
ため，別の方法で元の関数を復元する必要がある．ま
た，式 (1)のような ψ(x)を用いる Haarウェーブレッ
トでは

ψ(x) =


1 (0 < x < 1)
−1 (−1 < x < 0)
0 (otherwise)

(1)

B. OpenCV

この小節では OpenCVと，OpenCVで用いた Canny
関数について述べる [7], [8]．OpenCV(Open Source
Computer Vision Library)は 1998年に Intelが開発を
始め，現在はWillow Garageが引き継いで活発に開発
を行っている無償のオープンソース画像処理ライブラ
リ集である．OpenCVには，画像のフィルタ処理やテ
ンプレートマッチング，物体認識，映像解析などのア
ルゴリズムが数多く用意されている．その 1つとして，
Canny関数がある．OpenCVのプログラムの中でCanny
関数は

void cvCanny(const CvArr* image, CvArr* edges, dou-
ble threshold1, double threshold2, int aperture size=3);

と記し，第 1 引数の imageは入力画像，第 2 引数の
edgesはこの関数によって得られたエッジ画像，第 3引
数の threshold1は 1番目の閾値，第 4引数の threshold2
は 2番目の閾値を表しており，2つのうち大きい方が画
素変化が著しい．つまり，「エッジ」の可能性を持つ箇所
を検出するのに用いられ，小さい方が検出されたエッジ
が繋がっているか否かを判定するのに用いられる．第 5
引数の aperture sizeはカーネルサイズであり，1,3,5ま
たは 7のいずれかである必要がある．aperture size=1
の場合を除いて，aperture size×aperture sizeの，（二つ
のベクトルの積に）分離可能なカーネルが導関数の計
算に用いられる．

III. 自己組織化マップによる分類

この節では SOMのアルゴリズム [1]を述べる．図 1
は SOMの構造である．
　まず，全てのパラメータをランダムな値で初期化す
る．任意のマップサイズに決められ，mi(0)がランダム
な値に初期化される．x = {xi, x2, · · · , xn}は入力デー
タであり，nは入力の数である．本研究では入力の数
nは観光地の学習データの数に相当する．次に，入力
データとそれぞれの参照ベクトルが比較され，式 (2)
により，最も距離が小さい参照ベクトルを持つノード

図 1. SOMの構造

がマップ上のwinnerノードとされ，そのノードのイン
デックスを cとする．

‖x−mc(t)|| ≤ min
i

||x−mi(t)|| (2)

　ここで tは現在の訓練回数であり，最大訓練回数 T
まで繰り返される．全ての参照ベクトルが訓練回数 t
において以下のように更新される．

mi(t+ 1) =


mi(t) + hci(x−mi(t))
for ∈ Nc(t)

mi(t)
otherwise

(3)

hci = α(t)exp(−||rc − ri||2

2σ2(t)
) (4)

ここで，Nc(t)は訓練回数 tにおける近傍集合であり，
hciは近傍関数である．また，αは学習率であり，σは
近傍集合Ncの半径に相当する．αも σも訓練回数 tに
応じて単調に減少する．初期化以降の処理を終了条件
を満たすまで続ける．終了条件は，全ての入力データ
と参照ベクトルとの自乗和誤差が，一定の値より小さ
くなるか，または tが最大訓練回数に達するかである．

IV. 観光地の画像の SOMによる分類

「ひろしま観光マップ」で集めた観光地の画像に対
してエッジ検出を施したものに SOM PAK[9]を用い，
SOMによる画像の分類を行った．観光地の画像の中
に鳥居 (図 5)と原爆ドーム (図 6)の画像は 8枚ずつ含
まれている．画像の輝度値を行，列ごとにそれぞれ 1
次配列としたものを入力データとし，実験を行った．
SOMのマップサイズは 20×20とした．観光地の画像
を行ごとに 1列に並べ，分類を行った結果が図 2，列
ごとに 1列に並べ，分類を行った結果が図 3である．
図中の丸は鳥居の画像，四角は原爆ドームの画像の場
所を，丸の中の数字はグループの番号を表している．
　まず，行について分類した結果の中でも鳥居と原爆
ドームが含まれているグループについて考察する．グ



ループ 1の画像は，全体的にエッジが少なく，中心の
横のラインにエッジが多く検出されている．直線が多
く，中心より少し下や上に海や山と思われる横線があ
るという特徴が見られる．グループ 3の画像は，中心
から少し下にエッジが多く，上の端の方はエッジが少
ない．建物は写っているものの，複雑なエッジは少ない
という特徴が見られる．グループ 4の画像は，直線が
多く，中心付近の横のラインにはエッジが少ない．中
心から少し上と下に山や木，海や柵などの横線がある
ものが多いという特徴が見られる．グループ 6の画像
は，上方に横線が多いが，画像全体のエッジは少ない．
中心から少し下にかけてエッジが多く，上の方に看板
や建物，中心付近に山や建物，下方に海や柵と思われ
る横線があるという特徴が見られる．グループ 11の
画像は，全体的にエッジが多いが，下方にはエッジが
少なく，上方にはエッジが多い．建物が写っているも
のが多いため，直線が多いという特徴が見られる．
　次に，列について分類した結果の中でも鳥居と原爆
ドームが含まれているグループについて考察する．グ
ループ 1の画像は，全体的にエッジが少なく，直線が
多い．中心付近にエッジが多く検出されており，上方
に山や建物のものと見られる横線があるという特徴が
見られる．グループ 2の画像は，全体的にエッジが多
く検出されており，判別できない．中心より下側は線
が多く，右側にはあまりエッジが検出されていないと
いう特徴が見られる．グループ 4の画像は，全体的に
エッジが少なめだが，上方にエッジが多く，中心より
少し下に横線があるという特徴が見られる．グループ
5の画像は，中心付近にエッジが多く，上下の端にエッ
ジが少ないものが多い．エッジは直線が多い画像がほ
とんどだが，中には円が含まれているものもあるとい
う特徴が見られる．グループ 7の画像は，対象物が大
きく写っているものが多く，中心から下にかけてエッ
ジが多くなっている．建物の画像が多いためか画像上
部には直線が多くみられるという特徴が見られる．グ
ループ 10の画像は，端の方にエッジが多く，中心付近
の縦のラインは端と比べてエッジは少ない．また，店
の外観や建物を大きく撮ったものが多いという特徴が
見られる．
　これらは画素ごとの輝度値をもとに分類され，クラ
スタ間の位置関係もマップ上で反映されている．この
結果，鳥居が含まれているクラスタには画像上方と下
方にエッジが少なく，中心にエッジが多く検出されて
おり，山や海，建物などで横線が入っているものが多
いことが分かった．また，原爆ドームが含まれている
クラスタには画像全体にエッジが検出されているが，
下の端の方はエッジが少なく，画像上方の中心付近は
エッジが多く検出されていることが分かった．
　しかし図 4の画像では，どちらの分類結果でも画像
全体に写っている鳥居の画像と，エッジがあまり検出
されていない原爆ドームの画像が同じクラスタになっ
ている．このことより，Wavelet変換によって特徴点が
なくなってしまっていることが分かる．

図 2. 行による分類

図 3. 列による分類

図 4. 同じクラスタ出力された鳥居と原爆ドーム

V. おわりに

本論文では，Androidアプリケーションの「ひろし
ま観光マップ」を用いて収集した観光地の画像に対し
て，自己組織化マップによる分類を行った．分類に使用
した鳥居の画像には，全体的にエッジが少なく，中心
から少し上と下に山や海と思われる横線があるという
特徴が見られた．上下の端にはエッジがほとんどない
が，中心は鳥居が写っているためエッジが多くなってい
るという特徴が見られた．また，分類に使用した原爆
ドームの画像には，全体的にエッジが多いが，木が写っ



図 5. 鳥居

ているものとそうでないもので，左右の端にエッジが
多いものと少ないものがある．原爆ドームを撮る位置
によって，下方にエッジが多いものもあればそうでな
いものもある．このように，鳥居と原爆ドームの間の
違いは明らかであり，SOMの出力結果で同じグループ
に出力されることはまずないが，鳥居が可能な限り大
きく写っている画像と，原爆ドームの中でもエッジが
少ない画像が同じグループに出力されているものもあ
る (図 4)．これは，元の原爆ドームの画像ではエッジ
が多かったが，Wavelet変換を 2度も行うことによって
データ量が減り，特徴が表現できなくなったため，出
力結果で同じグループに分類されてしまったと考えら
れる．この問題を解決するため，今後は特徴点をより
正確に検出できる方法を提案することと，SOMの分
類結果に学習データとは別に鳥居と原爆ドームの画像
をテストデータとして入れ，正しく検出されるかどう
かを試し，結果を再検討する予定である．
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