
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　画像データに付与したキーワードに基づき画像データを検索する画像管理検索装置であ
って、
　画像データに付与された各キーワードを 重要度に対応付けて
記憶させるキーワード記憶手段と、
　前記各キーワードとその同義語との一致度を関係付けて記憶させる同義語記憶手段と、
　検索対象キーワードを 同義語記憶手段に記憶された同義語に展開する展開手段と、
　該キーワード記憶手段から前記検索対象キーワード若しくは前記展開された同義語を検
索する検索手段と、
　該検索手段による検索結果画像を

前記重要度と前記一致度とを用いて算出した優先度に基づき並べ替えて出力させ
る出力手段とを有することを特徴とする画像管理検索装置。
【請求項２】
　前記出力手段は、前記重要度が前記キーワード記憶手段に存在しない場合はデフォルト
の標準重要度と前記一致度とを用いて算出した前記優先度に基づき並べ替えて出力させる
ことを特徴とする請求項１記載の画像管理検索装置。
【請求項３】
　前記検索手段は、ＷＷＷサーバで受信した前記検索対象キーワード若しくは前記展開手
段で展開した前記同義語を検索することを特徴とする請求項１記載の画像管理検索装置。
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【請求項４】
　画像データに付与したキーワードに基づき画像データを検索する画像管理検索装置に適
用される画像管理検索方法であって、
　画像データに付与された各キーワードを 重要度に対応付けて
キーワード記憶手段に記憶させるキーワード記憶制御ステップと、
　前記各キーワードとその同義語との一致度を関係付けて 記憶させる同
義語記憶 と、
　検索対象キーワードを 同義語記憶手段に記憶された同義語に展開する展開
と、
　前記キーワード記憶手段から前記検索対象キーワード若しくは前記展開された同義語を
検索する検索ステップと、
　該検索ステップによる検索結果画像を

前記重要度と前記一致度とを用いて算出した優先度に基づき並べ替えて出力
させる出力ステップとを有することを特徴とする画像管理検索方法。
【請求項５】
　画像データに付与したキーワードに基づき画像データを検索する画像管理検索装置に適
用される画像管理検索方法を実行するプログラムを記憶したコンピュータにより読み出し
可能な記憶媒体であって、
　前記画像管理検索方法は、
　画像データに付与された各キーワード 重要度 対応付けて
キーワード記憶手段に記憶させるキーワード記憶制御ステップと、
　前記各キーワードとその同義語との一致度を関係付けて 記憶させる同
義語記憶制御ステップと、
　検索対象キーワードを 同義語記憶手段に記憶された同義語に展開する展開
と、
　前記キーワード記憶手段から前記検索対象キーワード若しくは前記展開された同義語を
検索する検索ステップと、
　該検索ステップによる検索結果画像を

前記重要度と前記一致度とを用いて算出した優先度に基づき並べ替えて出力
させる出力ステップとを有することを特徴とする記憶媒体。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、画像管理検索装置、画像管理検索方法及び記憶媒体に関し、特に、画像を代表
するキーワードを付与することで画像を管理・検索する場合に好適な画像管理検索装置、
画像管理検索方法及び記憶媒体に関する。
【０００２】
【従来の技術】
従来、画像データをデータベースに蓄積すると共に蓄積した画像データの検索を行う画像
データベース管理に関する技術が存在する。従来の画像データベース管理においては、画
像にキーワードを付与し、言葉によって所望の画像が検索できるようにしていた。画像検
索処理においては、検索語とキーワードが完全にマッチしなくても、検索語の表記ゆれや
同義語、及び検索語より下位概念の語に置き換えて検索することでキーワードにマッチさ
せ、キーワードと検索語の表記の不一致による画像の検索漏れを軽減していた。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、上述した従来技術においては下記のような問題があった。即ち、従来の画
像データベース管理においては、画像をキーワードで代表させるには無理がある。画像の
主題を捉えたキーワードもあれば、主題を捉えていないが画像内にオブジェクトとして映
り込んでいるものに対して付けるキーワードもある。このような画像管理システムでキー
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ワードを検索すると、検索語にマッチしたキーワードが付与された全ての画像が検索結果
となってしまい、キーワードが画像の主題になっているものもあれば、画像の端に小さく
映っているものを指している場合もある。そのため、検索者が本当に探したい画像にたど
り着くまでに多大な時間を必要としていた。
【０００４】
　本発明は、上述した点に鑑みなされたものであり 索 にマッチした
画像に早くたどり着き易くした画像管理検索装置、画像管理検索方法及び記憶媒体を提供
することを目的とする。
【０００５】
【課題を解決するための手段】
　上記目的を達成するために、本発明は、画像データに付与したキーワードに基づき画像
データを検索する画像管理検索装置であって、画像データに付与された各キーワードを

重要度に対応付けて記憶させるキーワード記憶手段と、前記各キ
ーワードとその同義語との一致度を関係付けて記憶させる同義語記憶手段と、検索対象キ
ーワードを 同義語記憶手段に記憶された同義語に展開する展開手段と、該キーワード
記憶手段から前記検索対象キーワード若しくは前記展開された同義語を検索する検索手段
と、該検索手段による検索結果画像を

前記重要度と前記一致度とを用いて算出した優先度に基づき並べ替えて出力さ
せる出力手段とを有することを特徴とする。
【００１１】
　上記目的を達成するために、本発明は、画像データに付与したキーワードに基づき画像
データを検索する画像管理検索装置に適用される画像管理検索方法であって、画像データ
に付与された各キーワードを 重要度に対応付けてキーワード記
憶手段に記憶させるキーワード記憶制御ステップと、前記各キーワードとその同義語との
一致度を関係付けて 記憶させる同義語記憶 と、検索対象キ
ーワードを 同義語記憶手段に記憶された同義語に展開する展開 と、前記キー
ワード記憶手段から前記検索対象キーワード若しくは前記展開された同義語を検索する検
索ステップと、該検索ステップによる検索結果画像を

前記重要度と前記一致度とを用いて算出した優先度に基づき並
べ替えて出力させる出力ステップとを有することを特徴とする。
【００１７】
　上記目的を達成するために、本発明は、画像データに付与したキーワードに基づき画像
データを検索する画像管理検索装置に適用される画像管理検索方法を実行するプログラム
を記憶したコンピュータにより読み出し可能な記憶媒体であって、前記画像管理検索方法
は、画像データに付与された各キーワード 重要度 対応付け
てキーワード記憶手段に記憶させるキーワード記憶制御ステップと、前記各キーワードと
その同義語との一致度を関係付けて 記憶させる同義語記憶制御ステップ
と、検索対象キーワードを 同義語記憶手段に記憶された同義語に展開する展開

と、前記キーワード記憶手段から前記検索対象キーワード若しくは前記展開された同義
語を検索する検索ステップと、該検索ステップによる検索結果画像を

前記重要度と前記一致度とを用いて算出した優
先度に基づき並べ替えて出力させる出力ステップとを有することを特徴とする。
【００２３】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の実施の形態を図面に基づいて詳細に説明する。
【００２４】
［第１の実施の形態］
図１は本発明の第１の実施の形態に係る画像管理検索装置の概略構成を示すブロック図で
ある。本発明の第１の実施の形態に係る画像管理検索装置は、ＣＰＵ１、ディスプレイ２
、コマンド入力装置３、ＲＯＭ４、ＲＡＭ５、二次記憶装置６、記憶媒体読取装置７を備
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える構成となっている。尚、図１に示す構成は一例であり図示の構成に限定されるもので
はない。
【００２５】
上記構成を詳述すると、ＣＰＵ１は、本実施形態の画像管理検索装置全体の制御を司るも
のであり、バス８を介して、ディスプレイ２、コマンド入力装置３、ＲＯＭ４、ＲＡＭ５
、二次記憶装置６、記憶媒体読取装置７と相互に接続され、相互にデータの送受が可能と
なっている。また、ＣＰＵ１は、後述の図２・図３（第１の実施の形態）、図８・図９（
第２の実施の形態）のフローチャートに示す処理を実行する。ディスプレイ２は、例えば
ＣＲＴまたは液晶などにより構成されており、画像や検索結果やキーワード入力欄などを
表示する。コマンド入力装置３は、キーボードやマウスなどにより構成されており、各種
処理の指令、注目点の移動や、選択操作、文字・記号の入力などを行うために使用される
。ＲＯＭ４は、上記ＣＰＵ１が実行する各種の処理プログラムなどを記憶する読み出し専
用メモリであり、その一部の領域であるプログラム部４ａには、本発明のキーワード検索
プログラム（制御プログラム）やデータが記憶されている。
【００２６】
ＲＡＭ５は、各種演算結果や入力された情報を一時的に格納したりする読み出し書き込み
可能メモリである。二次記憶装置６は、ハードディスクやＭＯ（ Magneto Optical）等に
より構成されており、画像や画像に付与したキーワードと重要度情報、画像データ（第１
の実施の形態）、画像や画像に付与したキーワードと重要度情報、検索語の同義語展開を
行うためのテーブル、画像データ（第２の実施の形態）などを記憶する。記憶媒体読取装
置７は、ＣＤ－ＲＯＭドライブやＦＤ（フロッピィディスク）などから構成されており、
プログラムコード手段を格納した記憶媒体（ＣＤ－ＲＯＭ７１、フロッピィディスク７２
）からプログラムを読み出すために使用される。尚、本発明のプログラムはＦＤ・ＣＤ－
ＲＯＭ・ＲＯＭ・磁気テープ等の記憶媒体に記憶されており、そのプログラムは上記の記
憶媒体読取装置７から読み出しＲＡＭ５に記憶させてもよい。
【００２７】
図４及び図５は本発明の第１の実施の形態に係る画像管理検索装置の二次記憶装置６に格
納される画像管理情報のテーブルの一部を示した説明図である。図４は画像情報テーブル
であり、それぞれの画像に画像識別番号である画像ＩＤを付け、画像ファイル名と対応付
けたテーブルである。図５はキーワードテーブルであり、画像ＩＤとキーワードの対応テ
ーブルである。重要度フィールドを設け、それぞれのレコードに重要度を「１」から「３
」の範囲で格納している。大量のデータベースが既に存在し、重要度を新たに付与するコ
ストが高い等といった場合は、このフィールドにはデータが格納されないことがあっても
構わない。重要度の範囲や取り得る値はあくまで本実施形態の一例である。
【００２８】
図１７は本発明のプログラム及び関連データが記憶媒体から装置に供給される概念例を示
す説明図である。本発明のプログラム及び関連データは、フロッピディスクやＣＤ－ＲＯ
Ｍ等の記憶媒体１７１を装置１７２に装備された記憶媒体ドライブ挿入口１７３に挿入す
ることで供給される。その後、本発明のプログラム及び関連データを記憶媒体１７１から
一旦ハードディスクにインストールしハードディスクからＲＡＭにロードするか、或いは
ハードディスクにインストールせずに直接ＲＡＭにロードすることで、本発明のプログラ
ム及び関連データを実行することが可能となる。
【００２９】
この場合、本発明の第１の実施の形態並びに後述の第２の実施の形態に係る画像管理検索
装置において本発明のプログラムを実行する場合は、例えば上記図１７に示したような手
順で画像管理検索装置に本発明のプログラム及び関連データを供給するか、或いは画像管
理検索装置に予め本発明のプログラム及び関連データを格納しておくことで、プログラム
実行が可能となる。
【００３０】
図１６は本発明のプログラム及び関連データを記憶した記憶媒体の記憶内容の構成例を示
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す説明図である。本発明の記憶媒体は、例えばボリューム情報１６１、ディレクトリ情報
１６２、プログラム実行ファイル１６３、プログラム関連データファイル１６４等の記憶
内容で構成される。本発明のプログラムは、後述する図２・図３（第１の実施の形態）、
図８・図９（第２の実施の形態）のフローチャートに基づきプログラムコード化されたも
のである。
【００３１】
　尚、本発明の特許請求の範囲における各構成要件と、本発明の第１の実施の形態並びに
後述の第２の実施の形態に係る画像管理検索装置の各部との対応関係は下記の通りである
。検索手段、 手段はＣＰＵ１及びＣＰＵ１で実行するキーワード検索プログラムに対
応し、記憶手段は二次記憶装置６に対応する。
【００３２】
次に、上記の如く構成された本発明の第１の実施の形態に係る画像管理検索装置のＣＰＵ
１が実行する制御処理を図２及び図３のフローチャート並びに図５乃至図７に基づいて詳
細に説明する。
【００３３】
図２は画像管理検索装置のＲＯＭ４のプログラム部４ａに記憶された制御プログラムの手
順を示すフローチャートである。システムの電源を投入するとステップＳ１に進み、必要
な初期化処理を行う。ステップＳ２にてイベントを待つ。コマンド入力装置３からの操作
によってコマンドを実行するためのイベントが発生したらステップＳ３に進み、イベント
が画像検索イベントだった場合にはステップＳ５に進む。また、イベントが画像検索イベ
ントでない場合にはステップＳ４に進み、イベントの処理を行う。ステップＳ５では、ク
エリー語でキーワードテーブル（図５）を検索し、該当するレコードを抽出する。図６は
抽出されたレコードの例である。次にステップＳ６に進み、優先度を決定する。
【００３４】
図３は上記図２のステップＳ６の優先度算出処理の詳細を示すフローチャートである。ス
テップＳ２１では、検索条件に適合した各レコードについてループを開始する。ステップ
Ｓ２２では、各レコードの重要度フィールドを評価し、重要度データが存在しない場合に
はステップＳ２３へ進み、重要度データが存在する場合にはステップＳ２４へ進む。ステ
ップＳ２３では、標準重要度を優先度とする。標準重要度は重要度が未設定の場合に使用
するデフォルトの重要度の値である。本例では「２」を標準重要度としている。ステップ
Ｓ２４では、画像に対するキーワードの重要度を優先度とする。このようにして優先度を
求めたらステップＳ２５に進み、最後のレコードを処理しているのか判断し、終了であれ
ば優先度算出を終了する。以上のように各レコードの優先度を求めたら上記図２のステッ
プＳ２７に進み、優先度に従って画像を並べ替える。図７はこのときのレコードの例であ
る。次に上記図２のステップＳ８に進み、ディスプレイ２により画像を出力する。
【００３５】
以上説明したように、本発明の第１の実施の形態に係る画像管理検索装置によれば、画像
データに付与された各キーワードを重要度に対応付けて記憶する二次記憶装置６と、二次
記憶装置６から検索対象に該当するキーワードを検索し、検索結果を重要度に基づき並べ
替える制御を実行するＣＰＵ１とを有するため、下記のような作用及び効果を奏する。
【００３６】
上記構成において、検索条件に適合した各レコードの重要度フィールドを評価し、重要度
データが存在しない場合はデフォルトの標準重要度を優先度とする。他方、重要度データ
が存在する場合は画像に対するキーワードの重要度を優先度とする。各レコードの優先度
を求めたならば優先度に従って画像を並べ替え、検索結果を出力する。即ち、画像の主題
をとらえたキーワードの重要度を高く設定し、主題をとらえていないが画像内にオブジェ
クトとして映っているものなど重要性の低いキーワードの重要度を低く設定し、キーワー
ドと共に記憶することによって、検索語にマッチしたキーワードが付与された画像が重要
度の高い順に並べ替えられ、検索者が本当に探したい画像に早くたどり着き易くすること
ができるという効果がある。
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【００３７】
［第２の実施の形態］
本発明の第２の実施の形態に係る画像管理検索装置は、上記第１の実施の形態と同様に、
ＣＰＵ１、ディスプレイ２、コマンド入力装置３、ＲＯＭ４、ＲＡＭ５、二次記憶装置６
、記憶媒体読取装置７を備える構成となっている（上記図１参照）。画像管理検索装置の
各部の構成については上記第１の実施の形態で詳述したので説明を省略する。
【００３８】
図１０乃至図１２は本発明の第２の実施の形態に係る画像管理検索装置の二次記憶装置６
に格納される画像管理情報のテーブルの一部を示した説明図である。図１０は画像情報テ
ーブルであり、それぞれの画像に画像識別番号である画像ＩＤを付け、画像ファイル名と
対応付けたテーブルである。図１１はキーワードテーブルであり、画像ＩＤとキーワード
の対応テーブルである。重要度フィールドを設け、それぞれのレコードに重要度を「１」
から「３」の範囲で格納している。大量のデータベースが既に存在し、重要度を新たに付
与するコストが高い等といった場合は、このフィールドにはデータが格納されない。図１
２は同義語展開テーブルであり、検索語と似たような意味を持つ言葉の対応を格納してお
り、一致度フィールドを設け、それぞれのレコードの検索語と展開語の概念的な距離を「
０」から「１」（１が同一概念）の範囲で格納する。重要度や一致度の範囲はあくまで本
実施形態の一例であり本発明の範囲から排除するものではない。一致度の決め方は人手に
よる方法の他、電子化された辞書データなどから自動生成する様々な手法が開発されてい
る。
【００３９】
次に、上記の如く構成された本発明の第２の実施の形態に係る画像管理検索装置のＣＰＵ
１が実行する制御処理を図８及び図９のフローチャート並びに図１１乃至図１５に基づい
て詳細に説明する。
【００４０】
図８は画像管理検索装置のＲＯＭ４のプログラム部４ａに記憶された制御プログラムの手
順を示すフローチャートである。システムの電源を投入するとステップＳ８１に進み、必
要な初期化処理を行う。ステップＳ８２にてイベントを待つ。コマンド入力装置３からの
操作によってコマンドを実行するためのイベントが発生したらステップＳ８３に進み、イ
ベントが画像検索イベントだった場合にはステップＳ８５に進む。また、イベントが画像
検索イベントでない場合にはステップＳ８４に進み、イベントの処理を行う。ステップＳ
８５では、検索語を同義語展開テーブル（図１２）を引いて同義語に展開する。例えば“
オートバイ”という検索語を展開すると、“オートバイ”の他に“バイク”一致度０．６
が得られる。“オートバイ”そのものは検索語と一致しているので一致度１とする。次に
ステップＳ８６に進み、各々展開された語でキーワードテーブル（図１１）を検索し、該
当するレコードを抽出する。図１３は抽出されたレコードの例である。次にステップＳ８
７に進み、優先度を算出する。
【００４１】
図９は上記図８のステップＳ８７の優先度算出処理の詳細を示すフローチャートである。
ステップＳ９１では、検索条件に適合した各レコードについてループを開始する。ステッ
プＳ９２では、各レコードの重要度フィールドを評価し、重要度データが存在しない場合
にはステップＳ９３へ進み、重要度データが存在する場合にはステップＳ９４へ進む。ス
テップＳ９３では、優先度計算式マトリクスを参照し、重要度なしの行の該当する一致度
のカラムを参照し、優先度を算出する。ステップＳ９４では、優先度計算式マトリクスを
参照し、該当する重要度の行の該当する一致度のカラムを参照し、優先度を算出する。図
１４は優先度計算式マトリクスの例である。一定の閾値の一致度以上であれば重要度に一
致度を加算したものを優先度とし、閾値未満であれば一致度をそのまま優先度とする。優
先度の算出式や優先度計算式マトリクスの計算式やセグメント分けの細かさは、重要度や
一致度の範囲分布を鑑みて決定する。
【００４２】
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このようにして優先度を計算したらステップＳ９５に進み、最後のレコードを処理してい
るのか判断し、終了であればステップＳ９６に進み、まだ残りがあれば上記ステップＳ９
１に戻る。ステップＳ９６では、画像毎にグルーピングを行い、ステップＳ９７にて、１
つの画像にバインドされた複数のキーワードが検索結果レコードだった場合、優先度の最
大値を画像の優先度とする。図１５は同一画像を１つにまとめた後の検索結果を示す。以
上のように各画像の優先度を求めたら上記図８のステップＳ８８に進み、優先度に従って
画像を並べ替え、ステップＳ８９に進み、ディスプレイ２により検索結果を出力する。
【００４３】
以上説明したように、本発明の第２の実施の形態に係る画像管理検索装置によれば、画像
データに付与された各キーワードを重要度に対応付けて記憶する二次記憶装置６と、二次
記憶装置６から検索語に該当するキーワード、検索語と意味が近いキーワードを検索し、
検索結果を重要度及び意味の近さに基づき並べ替える制御を実行するＣＰＵ１とを有する
ため、下記のような作用及び効果を奏する。
【００４４】
上記構成において、検索条件に適合した各レコードの重要度フィールドを評価し、重要度
データが存在しない場合は優先度計算式マトリクスで重要度なしの行の該当する一致度の
カラムを参照し、優先度を算出する。他方、重要度データが存在する場合は優先度計算式
マトリクスで該当する重要度の行の該当する一致度のカラムを参照し、優先度を算出する
。各画像の優先度を求めたならば優先度に従って画像を並べ替え、検索結果を出力する。
即ち、画像の主題をとらえたキーワードの重要度を高く設定し、主題をとらえていないが
画像内にオブジェクトとして映っているものなど重要性の低いキーワードの重要度を低く
設定し、キーワードと共に記憶することによって、検索語にマッチしたキーワードが付与
された画像が重要度の高い順に並べ替えられ、検索者が本当に探したい画像に早くたどり
着き易くすることができるという効果がある。
【００４５】
［他の実施の形態］
上述した本発明の第１～第２の実施の形態においては、画像管理検索装置単体について説
明したが、本発明は画像管理検索装置単体に限定されるものではなく、例えばインターネ
ットやＬＡＮ（ Local Area Network）等のネットワークを介して画像管理検索装置と外部
装置（コンピュータ、プリンタ等）を接続する構成とすることも可能である。
【００４６】
また、上述した本発明の第１～第２の実施の形態においては、画像管理検索装置のディス
プレイ２を介して検索結果を表示出力する場合について説明したが、本発明はディスプレ
イ２からの表示出力に限定されるものではなく、例えば画像管理検索装置にプリンタを接
続し検索結果を印刷出力する構成とすることも可能である。
【００４７】
また、上述した本発明の第１～第２の実施の形態においては、上記図５や図１１に示した
内容のキーワードテーブルを例に上げて説明したが、本発明は上記図５や図１１に示した
キーワードや重要度に限定されるものではなく、キーワードや重要度は任意のものとする
ことが可能である。
【００４８】
尚、本発明は、複数の機器から構成されるシステムに適用しても、１つの機器からなる装
置に適用してもよい。例えばＷＷＷ（ World Wide Web）によりクライアントのＷＷＷブラ
ウザから検索語を入力して検索語を発行し、ＷＷＷサーバで検索語を受け取り、検索処理
、並べ替え処理を行い、検索結果をＨＴＭＬ（ HyperText Markup Language）やＸＭＬ（ e
Xtensible Markup Language）形式に整形してクライアントに送り返すことにより実施し
てもよい。
【００４９】
また、本発明は、システム或いは装置にプログラムを供給することによって実施される場
合にも適用されることは言うまでもない。上述した実施形態の機能を実現するソフトウエ
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アのプログラムコードを格納した記憶媒体をシステム或いは装置に供給し、そのシステム
或いは装置のコンピュータ（またはＣＰＵやＭＰＵ）が記憶媒体に格納されたプログラム
コードを読み出し実行することによっても達成されることは言うまでもない。この場合、
本発明に係るプログラム、即ち、記憶媒体から読み出されたプログラムコード自体が上述
した実施形態の機能を実現することになり、そのプログラムコードを記憶した記憶媒体が
本発明を構成することになる。
【００５０】
プログラムコードを供給するための記憶媒体としては、例えば、フロッピディスク、ハー
ドディスク、光ディスク、光磁気ディスク、ＣＤ－ＲＯＭ、ＣＤ－Ｒ、磁気テープ、不揮
発性のメモリカード、ＲＯＭなどを用いることができる。
【００５１】
また、コンピュータが読出したプログラムコードを実行することにより、前述した実施形
態の機能が実現されるだけでなく、そのプログラムコードの指示に基づき、コンピュータ
上で稼働しているＯＳなどが実際の処理の一部または全部を行い、その処理によって前述
した実施形態の機能が実現される場合も含まれることは言うまでもない。
【００５２】
更に、記憶媒体から読出されたプログラムコードが、コンピュータに挿入された機能拡張
ボードやコンピュータに接続された機能拡張ユニットに備わるメモリに書込まれた後、そ
のプログラムコードの指示に基づき、その機能拡張ボードや機能拡張ユニットに備わるＣ
ＰＵなどが実際の処理の一部または全部を行い、その処理によって前述した実施形態の機
能が実現される場合も含まれることは言うまでもない。
【００５３】

　以上説明したように、 によれば 索 にマッチした 画像に早く
たどり着 という効果がある。

【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の第１～第２の実施の形態に係る画像管理検索装置の概略構成を示すブロ
ック図である。
【図２】本発明の第１の実施の形態に係る画像管理検索装置のＲＯＭに記憶された制御プ
ログラムの手順を示すフローチャートである。
【図３】本発明の第１の実施の形態に係る画像管理検索装置のＲＯＭに記憶された制御プ
ログラムの手順を示すフローチャートである。
【図４】本発明の第１の実施の形態に係る画像管理検索装置の二次記憶装置に格納される
画像管理情報のテーブルの一部を示す説明図である。
【図５】本発明の第１の実施の形態に係る画像管理検索装置の二次記憶装置に格納される
画像管理情報のテーブルの一部を示す説明図である。
【図６】本発明の第１の実施の形態に係る画像管理検索装置における図２のステップの処
理結果のデータを示す説明図である。
【図７】本発明の第１の実施の形態に係る画像管理検索装置における図２のステップの処
理結果のデータを示す説明図である。
【図８】本発明の第２の実施の形態に係る画像管理検索装置のＲＯＭに記憶された制御プ
ログラムの手順を示すフローチャートである。
【図９】本発明の第２の実施の形態に係る画像管理検索装置のＲＯＭに記憶された制御プ
ログラムの手順を示すフローチャートである。
【図１０】本発明の第２の実施の形態に係る画像管理検索装置の二次記憶装置に格納され
る画像管理情報のテーブルの一部を示す説明図である。
【図１１】本発明の第２の実施の形態に係る画像管理検索装置の二次記憶装置に格納され
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【発明の効果】
本発明 、検 者の意図 検索結果

くことができる また、画像に付与したキーワードと検索対象
キーワードとのマッチングを、重要度と同義語の一致度とを用いて算出することにより、
キーワードで画像を検索しその出力順を同義語も含めた検索意図に沿って並べることがで
きるという効果がある。



る画像管理情報のテーブルの一部を示す説明図である。
【図１２】本発明の第２の実施の形態に係る画像管理検索装置の二次記憶装置に格納され
る画像管理情報のテーブルの一部を示す説明図である。
【図１３】本発明の第２の実施の形態に係る画像管理検索装置における図８のステップの
処理結果のデータを示す説明図である。
【図１４】本発明の第２の実施の形態に係る画像管理検索装置における図９のステップの
処理結果のデータを示す説明図である。
【図１５】本発明の第２の実施の形態に係る画像管理検索装置における図９のステップの
処理結果のデータを示す説明図である。
【図１６】本発明のプログラム及び関連データを記憶した記憶媒体の記憶内容の構成例を
示す説明図である。
【図１７】本発明のプログラム及び関連データが記憶媒体から装置に供給される概念例を
示す説明図である。
【符号の説明】
１　ＣＰＵ
２　ディスプレイ
３　コマンド入力装置
４　ＲＯＭ
５　ＲＡＭ
６　二次記憶装置
７　記憶媒体読取装置
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】 【 図 ６ 】

【 図 ７ 】
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【 図 ８ 】 【 図 ９ 】

【 図 １ ０ 】 【 図 １ １ 】
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【 図 １ ２ 】

【 図 １ ３ 】

【 図 １ ４ 】

【 図 １ ５ 】

【 図 １ ６ 】

【 図 １ ７ 】
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