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(57)【要約】
本開示は画像を分類するための方法および装置を導入す
る。分類用の画像の分類画像特徴が抽出される。各分類
画像特徴と事前生成された視覚辞書内の１つ以上の視覚
単語との間の類似性関係に基づいて、各分類画像特徴が
視覚辞書内の複数の視覚単語によって定量化され、各分
類画像特徴と視覚単語のそれぞれとの間の類似性係数が
決定される。異なる分類画像特徴に対応する各視覚単語
の類似性係数に基づいて、各視覚単語の重みが決定され
、分類用の画像の分類視覚単語ヒストグラムを構築する
。分類視覚単語ヒストグラムは、複数のサンプル画像か
ら生じるサンプル視覚単語ヒストグラムによって訓練さ
れる画像分類手段に入力される。出力結果は、分類用の
画像の分類を決定するために使用される。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　コンピュータ実行可能命令で構成される１つ以上のプロセッサによって実施される方法
であって、
　１つ以上の分類画像特徴を分類用の画像から抽出することと、
　各分類画像特徴と事前生成された視覚辞書内の各視覚単語との間の類似性関係に基づい
て、前記視覚辞書内の複数の視覚単語によって各分類画像特徴を定量化し、前記定量化後
に各分類画像特徴と各視覚単語との間の類似性係数を決定することと、
　異なる分類画像特徴に対応する各視覚単語の１つ以上の類似性係数に基づいて、各視覚
単語の重みを決定して分類視覚単語ヒストグラムを構築することと、
　前記分類視覚単語ヒストグラムを画像分類手段に入力することと、
　前記入力の出力を用いて分類用の前記画像の分類を決定することと、
　を含む、方法。
【請求項２】
　前記画像分類手段は、サンプル視覚単語ヒストグラムによる訓練を介して複数のサンプ
ル画像から生成される、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記分類視覚単語ヒストグラムを画像分類手段に入力した後、前記入力された分類視覚
単語ヒストグラムを前記画像分類手段内の事前生成された分類視覚単語ヒストグラムと比
較して、分類用の前記画像の分類を決定することをさらに含む、請求項２に記載の方法。
【請求項４】
　前記視覚辞書内の複数の視覚単語によって各分類画像特徴を前記定量化し、前記定量化
の後に各分類画像特徴と各視覚単語との間の前記類似性係数を決定することは、
　各分類画像特徴と前記視覚辞書内の各視覚単語との間の前記類似性関係に基づいて、ス
パースコーディング法を用いて、それぞれの分類画像特徴と前記視覚辞書内の１つ以上の
視覚単語との間のスパースコーディングモデルを構築することと、
　前記スパースコーディングモデルの解を導出して前記視覚辞書内の前記複数の視覚単語
によって前記それぞれの分類画像特徴を定量化することと、
　前記それぞれの分類画像特徴と前記視覚辞書内の前記複数の視覚単語との間の１つ以上
の類似性係数を取得することと、
　を含む、請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　前記スパースコーディングモデルは、
【数１】

で表され、
　式中、
　Ｂは前記視覚辞書を表し、
　Ｘｉは前記それぞれの分類画像特徴を表し、
　Ｃｉは前記それぞれの分類画像特徴と各視覚単語との間の係数によって形成されるデー
タセットを表し、
　Ｎは分類画像特徴の数を表し、
　λは拘束係数を表し、
【数２】

はＣｉにおける全要素の加算を表し、
　前記スパースコーディングモデルは、前記スパースコーディングモデルが最小値を有す
るときのＣｉの値を計算するために使用される、請求項４に記載の方法。
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【請求項６】
　前記視覚辞書内の複数の視覚単語によって各分類画像特徴を前記定量化し、前記定量化
後に各分類画像特徴と各視覚単語との間の前記類似性係数を決定することは、
　各分類画像特徴と前記事前生成された視覚辞書内の前記視覚単語との間の前記類似性関
係に基づいて、各分類画像特徴と各視覚単語との間のユークリッド距離を計算することと
、
　計算されたユークリッド距離の中で最小のユークリッド距離を決定することと、
　各分類画像特徴について、ユークリッド距離が前記最小のユークリッド距離の事前設定
された時間範囲内にある１つ以上の視覚単語を、前記それぞれの分類画像特徴の定量化用
の前記視覚単語として決定することと、
　前記それぞれの分類画像特徴と定量化用の前記視覚単語の各々との間の前記ユークリッ
ド距離に基づいて、前記それぞれの分類画像特徴と前記視覚単語との間の前記１つ以上の
係数を計算することと、
　を含む、請求項１に記載の方法。
【請求項７】
　各視覚単語の前記重みを前記決定して前記分類視覚単語ヒストグラムを構築することは
、
　異なる分類画像特徴に対応するそれぞれの視覚単語の前記１つ以上の係数を加算して前
記それぞれの視覚単語の前記重みを計算することと、
　前記分類視覚単語ヒストグラムを構築することと、
　を含む、請求項１に記載の方法。
【請求項８】
　各視覚単語の前記重みを前記決定して前記分類視覚単語ヒストグラムを構築することは
、
　ピラミッド画像アルゴリズムに基づいて、分類用の前記画像を複数のレイヤー画像に分
割することと、
　各レイヤー画像を分割して複数の子画像を形成することと、
　を含む、請求項１に記載の方法。
【請求項９】
　前記視覚辞書は、複数のサンプル画像から抽出された複数のサンプル画像特徴のクラス
タリングによって生成される、請求項１に記載の方法。
【請求項１０】
　１つ以上の分類画像特徴を分類用の画像から抽出する、特徴抽出モジュールと、
　各分類画像特徴と事前生成された視覚辞書内の各視覚単語との間の類似性関係に基づい
て、前記視覚辞書内の複数の視覚単語によって各分類画像特徴を定量化し、前記定量化後
に各分類画像特徴と各視覚単語との間の類似性係数を決定する、定量化決定モジュールと
、
　異なる分類画像特徴に対応する各視覚単語の１つ以上の類似性係数に基づいて、各視覚
単語の重みを決定して分類視覚単語ヒストグラムを構築する、構築モジュールと、
　前記分類視覚単語ヒストグラムを画像分類手段に入力し、出力を用いて分類用の前記画
像の分類を決定する、分類モジュールと、
　を備える、装置。
【請求項１１】
　前記画像分類手段は、サンプル視覚単語ヒストグラムによる訓練を介して複数のサンプ
ル画像から生成される、請求項１０に記載の装置。
【請求項１２】
　前記画像分類手段は、前記入力された分類視覚単語ヒストグラムを事前生成された分類
視覚単語ヒストグラムと比較して分類用の前記画像の分類を決定する、請求項１１に記載
の装置。
【請求項１３】
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　前記定量化決定モジュールは、
　各分類画像特徴と前記視覚辞書内の各視覚単語との間の前記類似性関係に基づいて、ス
パースコーディング法を用いて、それぞれの分類画像特徴と前記視覚辞書内の１つ以上の
視覚単語との間にスパースコーディングモデルを構築する、モデル構成モジュールと、
　前記視覚辞書内の前記複数の視覚単語によって前記それぞれの分類画像特徴を定量化す
るために前記スパースコーディングモデルの解を導出し、前記それぞれの分類画像特徴と
前記視覚辞書内の前記複数の視覚単語との間の１つ以上の類似性係数を取得する、定量化
決定モジュールと、
　を備える、請求項１０に記載の装置。
【請求項１４】
　前記スパースコーディングモデルは、
【数３】

で表され、
　Ｂは前記視覚辞書を表し、
　Ｘｉは前記それぞれの分類画像特徴を表し、
　Ｃｉは前記それぞれの分類画像特徴と各視覚単語との間の係数によって形成されるデー
タセットを表し、
　Ｎは分類画像特徴の数を表し、
　λは拘束係数を表し、
【数４】

はＣｉにおける全要素の加算を表し、
　前記スパースコーディングモデルは、前記スパースコーディングモデルが最小値を有す
るときのＣｉの値を計算するために使用される、請求項１３に記載の装置。
【請求項１５】
　前記定量化決定モジュールは、
　各分類画像特徴と前記事前生成された視覚辞書内の前記視覚単語との間の前記類似性関
係に基づいて、各分類画像特徴と各視覚単語との間のユークリッド距離を計算する、第１
の計算モジュールと、
　計算されたユークリッド距離の中の最小のユークリッド距離を決定し、各分類画像特徴
について、ユークリッド距離が前記最小ユークリッド距離の事前設定された時間範囲内で
ある１つ以上の視覚単語を、前記それぞれの分類画像特徴の定量化用の前記視覚単語とし
て決定する、定量化モジュールと、
　前記それぞれの分類画像特徴と定量化用の各前記視覚単語との間の前記ユークリッド距
離に基づいて、前記それぞれの分類画像特徴と前記視覚単語との間の前記１つ以上の係数
を計算する、第２の計算モジュールと、
　を備える、請求項１０に記載の装置。
【請求項１６】
　前記構築モジュールは、
　ピラミッド画像アルゴリズムに基づいて、分類用の前記画像を複数の子画像に分割する
、分割モジュールと、
　各子画像の分類画像特徴を決定し、それぞれの子画像内の各分類画像特徴に対応するそ
れぞれの視覚単語の前記係数を加算し、前記それぞれの子画像に対応する前記それぞれの
視覚単語の前記重みを計算して、前記それぞれの子画像の子分類視覚単語ヒストグラムを
構築する、第１の構築モジュールと、
　各子画像の各子分類視覚単語ヒストグラムを組み合わせて前記分類視覚単語ヒストグラ
ムを構築する、第２の構築モジュールと、
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　を備える、請求項１０に記載の装置。
【請求項１７】
　１つ以上のプロセッサによって実行されるときに、前記１つ以上のプロセッサに方法を
実施するように指示するプロセッサ実行可能命令を含む１つ以上のコンピュータ記憶媒体
であって、前記方法は、
　分類用の画像から１つ以上の分類画像特徴を抽出することと、
　各分類画像特徴と事前生成された視覚辞書内の各視覚単語との間の類似性関係に基づい
て、前記視覚辞書内の複数の視覚単語によって各分類画像特徴を定量化し、前記定量化後
に各分類画像特徴と各視覚単語との間の類似性係数を決定することと、
　異なる分類画像特徴に対応する各視覚単語の１つ以上の類似性係数に基づいて、各視覚
単語の重みを決定して分類視覚単語ヒストグラムを構築することと、
　前記分類視覚単語ヒストグラムを複数のサンプル画像からサンプル視覚単語ヒストグラ
ムによる訓練を介して生成される画像分類手段に入力することと、
　前記入力の出力を用いて分類用の前記画像の分類を決定することと、
　を含む、１つ以上のコンピュータ記憶媒体。
【請求項１８】
　前記方法は、前記分類視覚単語ヒストグラムを画像分類手段に入力した後に、前記入力
された分類視覚単語ヒストグラムを前記画像分類手段内の事前生成された分類視覚単語ヒ
ストグラムと比較して、分類用の前記画像の分類を決定することをさらに含む、請求項１
７に記載の１つ以上のコンピュータ記憶媒体。
【請求項１９】
　前記定量化後に各分類画像特徴と各視覚単語との間の前記類似性係数を前記決定するこ
とは、
　各分類画像特徴と前記視覚辞書内の各視覚単語との間の前記類似性関係に基づいて、ス
パースコーディング法を用いて、それぞれの分類画像特徴と前記視覚辞書内の１つ以上の
視覚単語との間のスパースコーディングモデルを構築することと、
　前記スパースコーディングモデルの解を導出して前記視覚辞書内の前記複数の視覚単語
によって前記それぞれの分類画像特徴を定量化することと、
　前記それぞれの分類画像特徴と前記視覚辞書内の前記複数の視覚単語との間の前記１つ
以上の類似性係数を取得することと、を含み、
　前記スパースコーディングモデルは、
【数５】

で表され、
　Ｂは前記視覚辞書を表し、
　Ｘｉは前記それぞれの分類画像特徴を表し、
　Ｃｉは前記それぞれの分類画像特徴と各視覚単語との間の係数によって形成されるデー
タセットを表し、
　Ｎは分類画像特徴の数を表し、
　λは拘束係数を表し、
【数６】

はＣｉにおける全要素の加算を表し、
　前記スパースコーディングモデルは、前記スパースコーディングモデルが最小値を有す
るときのＣｉの値を計算するために使用される、請求項１７に記載の１つ以上のコンピュ
ータ記憶媒体。
【請求項２０】
　前記視覚辞書内の複数の視覚単語によって各分類画像特徴を前記定量化し、前記定量化
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後に各分類画像特徴と各視覚単語との間の前記類似性係数を決定することは、
　各分類画像特徴と前記事前生成された視覚辞書内の前記視覚単語との間の前記類似性関
係に基づいて、各分類画像特徴と各視覚単語との間のユークリッド距離を計算することと
、
　計算されたユークリッド距離間の最小ユークリッド距離を決定することと、
　各分類画像特徴について、ユークリッド距離が前記最小ユークリッド距離の事前設定時
間範囲内にある１つ以上の視覚単語を、前記それぞれの分類画像特徴の定量化用の前記視
覚単語として決定することと、
　前記それぞれの分類画像特徴と定量化用の各前記視覚単語との間の前記ユークリッド距
離に基づいて、前記それぞれの分類画像特徴と前記視覚単語との間の前記１つ以上の係数
を計算することと、
を含む、請求項１７に記載の１つ以上のコンピュータ記憶媒体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示は、画像処理技術の分野に関し、より具体的には、画像を分類するための方法お
よび装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
関連特許出願の相互参照
　本出願は、２０１１年１２月１２日に出願された中国特許出願第２０１１１０４１２５
３７．５号、表題「Ｉｍａｇｅ　Ｃｌａｓｓｉｆｉｃａｔｉｏｎ　Ｍｅｔｈｏｄ　ａｎｄ
　Ａｐｐａｒａｔｕｓ」に対する外国優先権を主張するものであり、参照によりその全体
が本明細書中に組み込まれる。
【０００３】
　画像分類は、異なる画像が反映される異なる特性に基づいて分類を決定し、それらの画
像を分類する画像処理技術である。インターネット上の画像の氾濫のため、電子商取引分
野は大量の画像情報を含む。画像分類を用いて禁制品が検出され、同一の種類の製品が推
奨され得る。したがって、画像分類技術は研究の焦点になっている。
【０００４】
　概して既存の画像分類方法は、事前生成された視覚辞書に基づいて、分類用の画像を分
類ヒストグラム用の視覚単語で表し、その後、事前訓練に基づいて生成される画像分類手
段によって分類用の画像の分類を決定する。視覚辞書は異なる視覚単語を含む。各視覚単
語は、大量の訓練画像から抽出された訓練画像特徴のクラスタリングを介して取得される
分類を表す。分類用の視覚単語のヒストグラムは、複数のデータによって形成されるデー
タセットであり、ベクトルで表される。各データは対応する視覚単語にマッピングされる
。各データ値は、対応する視覚単語の重みに等しい。この重みは、分類用のそれぞれの画
像と対応する視覚単語で表される分類との間の類似性程度を表す。画像分類手段は各訓練
画像に対応する視覚単語ヒストグラムに基づいて、機械学習アルゴリズムによって訓練を
介して生成される。それぞれの訓練画像に対応するそれぞれの視覚単語ヒストグラムは、
分類用の画像を分類するための視覚単語のヒストグラムで表すことによって、同一の方法
でも形成される。
【０００５】
　分類用の画像を、分類用の視覚単語のヒストグラムとして表すプロセスは以下のとおり
である。分類用の画像のそれぞれの画像特徴に基づいて、それぞれの画像特徴に最も近い
視覚辞書内の視覚単語が決定され、それぞれの画像特徴がそのような視覚単語として定量
化される。視覚辞書内の視覚単語が定量化のために使用されるごとに、その対応する重み
が１だけ増加される。すべてのそれぞれの画像特徴が視覚単語によって定量化されると、
各視覚単語の重みも分類用の視覚単語のヒストグラムを構築するために決定される。例え
ば、視覚辞書はＢ＝｛ｂ１、ｂ２、ｂ３｝で表され、抽出された画像特徴はＸ１およびＸ
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２を含み得、対応する視覚単語ヒストグラムはＣ＝｛ｃ１、ｃ２、ｃ３｝で表され得るが
、ここでｃ１、ｃ２、およびｃ３の初期値は０である。Ｘ１が視覚単語ｂ１に最も近いと
決定されたとき、ｃ１に対応する値は１だけ増加される。Ｘ２も視覚単語ｂ１に最も近い
と決定された場合、ｃ１に対応する値も１だけ増加される。したがって、分類用の画像に
対応する分類用の視覚単語の最終の構築されたヒストグラムは｛２、０、０｝で表される
。
【０００６】
　上に示されるように、分類用の視覚単語のヒストグラムを構築するためのプロセスは、
分類用の画像の各特徴を視覚単語として定量化することである。実際の適用においては、
定量化を介して取得された視覚単語は分類される画像の特徴を正確に表わさない場合があ
る。さらに、画像ひずみが存在するときに、定量化エラーが容易に生じ得る。例えば、画
像特徴Ｘ１は現在の方法の下ではｂ２に最も近くあり得るが、画像特徴Ｘ１は視覚単語ｂ
１によって依然として定量化され得る。したがって、構築された視覚単語ヒストグラムは
、正確でない場合があり、エラーを有し得、不正確な画像分類につながる。
【発明の概要】
【０００７】
　この発明の概要は、以下に発明を実施するための形態においてさらに説明される選択概
念を簡素化された形で導入するために提供される。この発明の概要は特許請求される主題
の全ての主要な特徴または基本的な特徴を特定することも、特許請求される主題の範囲を
決定する際の援助として単独で使用されることも意図していない。用語「技法」は、例え
ば、前述の文脈によって、かつ本開示を通して認められるデバイス（複数可）、システム
（複数可）、方法（複数可）、および／またはコンピュータ可読命令を指し得る。
【０００８】
　本開示は画像を分類するための方法、ならびに画像を分類するための方法を実装するた
めに使用され得る画像分類するための装置を提供する。
【０００９】
　本開示は画像を分類するための方法を提供する。分類用の画像の分類画像特徴が抽出さ
れる。各分類画像特徴と事前生成された視覚辞書内の１つ以上の視覚単語との間の類似性
関係に基づいて、各分類画像特徴は視覚辞書内の複数の視覚単語によって定量化され、各
分類画像特徴と各視覚単語との間の類似性係数が決定される。異なる分類画像特徴に対応
する各視覚単語の類似性係数に基づいて、各視覚単語の重みが決定され、分類用の画像の
分類視覚単語ヒストグラムが構築される。分類視覚単語ヒストグラムは、複数のサンプル
画像から生じるサンプル視覚単語ヒストグラムによって訓練される画像分類手段に入力さ
れる。出力結果は、分類用の画像の分類を決定するために使用される。
【００１０】
　各分類画像特徴が視覚辞書内の複数の視覚単語によって定量化され、各分類画像特徴と
各視覚単語との間の類似性係数が決定される異なる技法が存在する。
【００１１】
　例えば、各分類画像特徴と事前生成された視覚辞書内の１つ以上の視覚単語との間の類
似性関係に基づいて、スパースコーディング法を用いて、分類画像特徴と事前生成された
視覚辞書との間のスパースコーディングモデルが構築される。スパースコーディングモデ
ルを使用して、視覚辞書内の複数の視覚単語によって各分類画像特徴を定量化し得、定量
化後に各分類画像特徴と視覚単語との間の類似性係数を取得し得る。
【００１２】
　例えば、スパースコーディングモデル例は以下のようになり得る。
【００１３】
【数１】

【００１４】
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　ここで、Ｂは視覚辞書を表し、Ｘｉはそれぞれの分類画像特徴を表す。Ｃｉはそれぞれ
の分類画像特徴と各視覚単語との間の係数によって形成されるデータセットを表す。Ｎは
分類画像特徴の数を表す。ｉ＝１、２、…、Ｎ、ここでＮは任意の整数であり得る。λは
拘束係数を表す。
【００１５】
【数２】

【００１６】
はＣｉ内の全要素の加算を表す。スパースコーディングモデルは、モデルが最小値をもつ
ときのＣｉの値を計算するために使用される。
【００１７】
　別の例では、各分類画像特徴と事前生成された視覚辞書内の視覚単語との間の類似性関
係に基づいて、各分類画像特徴と各視覚単語との間のユークリッド距離が計算される。各
分類画像特徴について、ユークリッド距離が最小ユークリッド距離の事前設定時間範囲内
である１つ以上の視覚単語が、定量化後にそれぞれの分類画像特徴の視覚単語として決定
される。それぞれの分類画像特徴と定量化後の各視覚単語との間のユークリッド距離に基
づいて、それぞれの分類画像特徴と定量化後の視覚単語との間の係数が計算される。
【００１８】
　各視覚単語の重みが決定されて分類用の画像の分類視覚単語ヒストグラムを構築する異
なる技術が存在する。例えば、異なる分類画像特徴に対応するそれぞれの視覚単語の係数
を加えてそれぞれの視覚単語の重みを計算し、分類視覚単語ヒストグラムを構築し得る。
【００１９】
　別の例では、分類用の画像を、ピラミッド画像アルゴリズムに基づいて複数の子画像に
分割し得る。各子画像の分類画像特徴が決定される。子画像内の各分類画像特徴に対応す
るそれぞれの視覚単語の係数を加え、子画像に対応するそれぞれの視覚単語の重みを計算
し、子画像の子分類視覚単語ヒストグラムを構築し得る。各子画像の各子分類視覚単語ヒ
ストグラムに基づいて、分類用の画像の分類視覚単語ヒストグラムが構築される。
【００２０】
　ピラミッド画像アルゴリズムに基づいて、分類用の画像を複数の子画像に分割する異な
る技術が存在する。例えば、分類用の画像をピラミッド画像アルゴリズムに基づいて複数
のレイヤー画像に分割し得る。各レイヤー画像は分割されて複数の子画像を形成する。
【００２１】
　事前生成された視覚辞書の生成のための異なる技術が存在する。例えば、事前生成され
た視覚辞書は、複数のサンプル画像から抽出された複数のサンプル画像特徴のクラスタリ
ングを介して生成し得る。
【００２２】
　本開示は画像を分類するための装置も提供する。画像を分類するための装置は、特徴抽
出モジュール、定量化決定モジュール、構築モジュール、および分類モジュールを含み得
る。
【００２３】
　特徴抽出モジュールは、分類用の画像の分類画像特徴を抽出する。定量化決定モジュー
ルは、各分類画像特徴と事前生成された視覚辞書内の１つ以上の視覚単語との間の類似性
関係に基づいて、視覚辞書内の複数の視覚単語によって各分類画像特徴を定量化し、定量
化後に各分類画像特徴と各視覚単語との間の類似性係数を決定する。構築モジュールは、
異なる分類画像特徴に対応する各視覚単語の類似性係数に基づいて、各視覚単語の重みを
決定し、分類用の画像の分類視覚単語ヒストグラムを構築する。分類モジュールは、分類
視覚単語ヒストグラムを、複数のサンプル画像から生じるサンプル視覚単語ヒストグラム
によって訓練される画像分類手段に入力し、出力結果に基づいて、分類用の画像の分類を
決定する。



(9) JP 2015-506026 A 2015.2.26

10

20

30

40

50

【００２４】
　定量化決定モジュールは、異なる実施形態において異なる構成要素を含み得る。例えば
、定量化決定モジュールは、モデル構成モジュールおよび定量化計算モジュールを含み得
る。モデル構成モジュールは、各分類画像特徴と事前生成された視覚辞書内の１つ以上の
視覚単語との間の類似性関係に基づいて、スパースコーディング法を用いて、分類画像特
徴と事前生成された視覚辞書との間のスパースコーディングモジュールを構築する。定量
化計算モジュールは、スパースコーディングモデルを使用し、各分類画像特徴を視覚辞書
内の複数の視覚単語に定量化し、定量化後に各分類画像特徴と視覚単語との間の類似性係
数を取得する。
【００２５】
　例えば、スパースコーディングモデルは以下のようになり得る。
【００２６】
【数３】

【００２７】
　ここで、Ｂは視覚辞書を表し、Ｘｉはそれぞれの分類画像特徴を表わし、Ｃｉはそれぞ
れの分類画像特徴と各視覚単語との間の係数によって形成されるデータセットを表し、Ｎ
は分類画像特徴の数を表す。ｉ＝１、２、…、Ｎ、ここでＮは任意の整数であり得、λは
拘束係数を表す。
【００２８】

【数４】

【００２９】
はＣｉ内の全要素の加算を表す。スパースコーディングモデルは、モデルが最小値をもつ
ときのＣｉの値を計算するために使用される。
【００３０】
　別の例では、定量化決定モジュールは、第１の計算モジュール、定量化モジュール、お
よび第２の計算モジュールを含み得る。第１の計算モジュールは、各分類画像特徴と事前
生成された視覚辞書内の視覚単語との間の類似性関係に基づいて、各分類画像特徴と各視
覚単語との間のユークリッド距離を計算する。定量化モジュールは、各分類画像特徴に付
き、ユークリッド距離が最小ユークリッド距離の事前設定時間範囲内である１つ以上の視
覚単語を、定量化後のそれぞれの分類画像特徴の視覚単語として決定する。第２の計算モ
ジュールは、それぞれの分類画像特徴と定量化後の各視覚単語との間のユークリッド距離
に基づいて、それぞれの分類画像特徴と定量化後の視覚単語との間の係数を計算する。
【００３１】
　構築モジュールの異なる例が存在する。例えば、構築モジュールは、異なる分類画像特
徴に対応するそれぞれの視覚単語の係数を加えてそれぞれの視覚単語の重みを計算し、分
類視覚単語ヒストグラムを構築し得る。
【００３２】
　別の例では、構築モジュールは、分割モジュール、第１の構築モジュール、および第２
の構築モジュールを含み得る。分割モジュールは、ピラミッド画像アルゴリズムに基づい
て、分類用の画像を複数の子画像に分割する。第１の構築モジュールは、各子画像の分類
画像特徴を決定し、子画像内の各分類画像特徴に対応するそれぞれの視覚単語の係数を加
え、子画像に対応するそれぞれの視覚単語の重みを計算し、子画像の子分類視覚単語ヒス
トグラムを構築する。第２の構築モジュールは、各子画像の各子分類視覚単語ヒストグラ
ムに基づいて、分類用の画像の分類視覚単語ヒストグラムを構築する。
【００３３】
　分割モジュールは、異なる実施形態において異なる構成要素を含み得る。例えば、分割
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モジュールは、画像レイヤー分割モジュールおよび子画像分割モジュールを含み得る。画
像レイヤー分割モジュールは、分類用の画像をピラミッド画像アルゴリズムに基づいて複
数のレイヤー画像に分割する。子画像分割モジュールは、各レイヤー画像を複数の子画像
に分割する。
【００３４】
　事前生成された視覚辞書の生成のための異なる技法が存在する。例えば、事前生成され
た視覚辞書は、複数のサンプル画像から抽出された複数のサンプル画像特徴のクラスタリ
ングを介して生成され得る。
【００３５】
　本技法は、分類用の画像の分類画像特徴を複数の視覚単語に定量化し、決定された分類
画像特徴の係数および定量化後の視覚単語を決定し、その係数に基づいて分類視覚単語ヒ
ストグラムを構築する。分類画像特徴は複数の視覚単語によって定量化され、類似性係数
は、分類画像特徴と定量化後の視覚単語との間の類似性程度を表す。一方で、構築された
視覚単語ヒストグラムは分類用の画像をより正確に表し得る。他方で、画像がひずみを有
する場合でも、画像特徴は１つの視覚単語として定量化されることに限定されず、かつ複
数の視覚単語として定量化され得るため、定量化エラーから生じる分類エラーは減少し得
、画像分類の正確性は改善され得る。
【図面の簡単な説明】
【００３６】
　本開示の実施形態をより良く図解するために、以下は実施形態の説明において使用され
る図の簡単な紹介である。以下の図は本開示のいくつかの実施形態のみに関連しており、
本開示を限定するために使用されるべきではないことは明らかである。当業者は、創造的
努力なしに本開示における図に従って他の図を得ることができる。
【００３７】
【図１】本開示の第１の実施形態例に従う画像を分類するための方法例の流れ図を図解す
る。
【図２】本開示の第２の実施形態例に従う画像を分類するための別の方法例の流れ図を図
解する。
【図３】本開示の第３の実施形態例に従う画像を分類するための別の方法例の流れ図を図
解する。
【図４】本開示の第４の実施形態例に従う画像を分類するための別の方法例の流れ図を図
解する。
【図５】画像を分類するための第１の装置例の構成図を図解する。
【図６】画像を分類するための第２の装置例の構成図を図解する。
【図７】画像を分類するための第３の装置例の構成図を図解する。
【図８】画像を分類するための第４の装置例の構成図を図解する。
【発明を実施するための形態】
【００３８】
　本開示は、画像を検索および分類するための方法および装置を提供する。本技法はサー
バ資源の利用率を改善し得る。本技法は画像検索のプロセスに適用し得、方法または装置
として実装され得る。以下は、図を参照した本技法の詳細な説明である。本明細書におい
て説明される実施形態は、実施形態例であり、本開示の範囲を限定するために使用される
べきではない。
【００３９】
　本技法は、プログラムモジュール等の、コンピュータによって実施されるコンピュータ
実行可能命令の文脈中で説明される。概して、プログラムモジュールは、インスタンス、
プログラム、オブジェクト、コンポーネント、および特定タスクを実装する、または特定
抽象的データタイプを実現するデータ構造を含む。本技法は、分散コンピューティング環
境においても実装し得る。分散コンピューティング環境では、通信ネットワークによって
接続される遠隔デバイスが、タスクを実装するために使用される。分散コンピューティン
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グ環境では、プログラムモジュールは、記憶デバイスを含む構内および遠隔コンピュータ
記憶媒体に記憶され得る。
【００４０】
　本開示の１つの実施形態例では、分類用の画像の分類画像特徴が抽出される。各分類画
像特徴は、事前生成された視覚辞書内の複数の視覚単語によって定量化される。分類画像
特徴と定量化後の視覚単語との間の類似性係数が決定される。異なる分類画像特徴に対応
する各視覚単語の類似性係数に基づいて、視覚単語の重みが決定され、分類視覚単語ヒス
トグラムは構築される。分類視覚単語ヒストグラムは、複数のサンプル画像から生じるサ
ンプル視覚単語ヒストグラムによって訓練される画像分類手段に入力される。出力結果は
、分類用の画像の分類を決定するために使用される。したがって、画像分類が実装される
。各分類画像特徴は複数の視覚単語によって定量化され得、複数の視覚単語によって表さ
れ、それによって、視覚単語による分類画像特徴の表示の正確性が改善される。したがっ
て、構築された分類視覚単語ヒストグラムは分類用の画像を正確に表し得、画像分類の正
確性が改善される。さらに、複数の視覚単語が分類画像特徴を表すために使用されるため
、定量化エラーから生じる分類エラーは減少し得、画像分類の正確性は改善し得る。
【００４１】
　図１は本開示の第１の実施形態例に従う画像を分類するための方法例の流れ図を図解す
る。１０２において、分類用の画像から１つ以上の分類画像特徴が抽出される。画像を分
類する必要性があるときは、分類用の画像が入力として使用され、分類画像特徴が分類用
の各画像から抽出される。例えば、分類画像特徴は、ＳＩＦＴ によって抽出されるスケ
ール不変特徴変形（ＳＩＦＴ）特徴等の画像地域特徴であり得る。ＳＩＦＴ特徴は、スケ
ール、回転不変、視点変化、アフィン変化、および特定程度の安定性も維持するノイズを
有する。別の例では、本技法は他のアルゴリズムを使用して、ＨＡＡＲ特徴、ＨＯＧ特徴
等の異なる特性を有する画像地域特徴を抽出し得る。本開示は画像地域特徴の抽出を制限
しない。
【００４２】
　いくつか適用においては、画像特徴はベクトルの形式で表され得る。例えば、５つの画
像特徴が画像から抽出され得、各画像特徴は（１、１、１）、（２、２、２）、（１、１
、２）、（３、３、３）、（２、１、３）等の三次元ベクトルを表す。いくつかの抽出さ
れた画像特徴は、各特徴のベクトル次元、特定特徴抽出アルゴリズム、および画像サイズ
と関連し得る。ＳＩＦＴ特徴の抽出例に関して、ＳＩＦＴ特徴のベクトル次元が通常１２
８次元を有する。５００－１００００　１２８次元の画像特徴は、８００×６００の解像
度を有する画像から抽出され得る。
【００４３】
　１０４において、各分類画像特徴と事前生成された視覚辞書内の１つ以上の視覚単語と
の間の類似性関係に基づいて、各分類画像特徴は視覚辞書内の複数の視覚単語によって定
量化され、各分類画像特徴と定量化後の各視覚単語との間の類似性係数が決定される。例
えば、本技法は視覚辞書に基づいて画像を分類するための方法を使用し得、また分類用の
画像を視覚単語ヒストグラムで表し得る。視覚辞書は、異なる視覚単語を含み得、各視覚
単語は大量のサンプル画像から抽出されるサンプル画像特徴を介してクラスタリングされ
る特徴のタイプを表す。操作例は以下の通りである。
【００４４】
　第１に、サンプル画像特徴がサンプル画像から抽出される。サンプル画像はラベル付け
された分類を有するサンプル画像である。特徴を抽出する操作は、１０２における操作と
同一または類似し得る。
【００４５】
　視覚辞書内の視覚単語の事前設定数に基づいて、抽出された画像特徴はクラスタリング
方法によってクラスタリングされる。クラスタ中心の値は視覚単語である。
【００４６】
　例えば、ラベル付けされた分類を有する１０のサンプル画像があり得る。サンプル画像
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は、車両、景色等の複数の分類を含み得る。各画像から１００の特徴が抽出された場合、
合計で１，０００のサンプル画像特徴が抽出される。視覚辞書内の視覚単語の事前設定数
が１０の場合は、クラスタリング方法を用いて１，０００の画像をクラスタリングし、１
０の視覚単語を有する視覚辞書を形成する。１０の視覚単語は、タイヤ、葉等の特定分類
を表し得る。クラスタリングは、物理的または抽象的物体のセットを類似物によって形成
される複数の分類に分類するプロセスである。クラスタリング中心は複数の特徴に基づい
てクラスタリング方法によって計算される視覚辞書の視覚単語である。クラスタリング方
法は、例えば、Ｋ平均アルゴリズムを使用し得る。したがって、各視覚単語は多次元ベク
トルでもあり、その次元は画像特徴の次元と同一である。
【００４７】
　画像特徴および視覚単語の両方がベクトルによって表され得るため、各分類画像特徴は
視覚辞書内の視覚単語と以下の類似関係を有し得、これはＸｉ≒Ｂ＊Ｃｉ等の線形式にお
いて表され得る。
【００４８】
　Ｘｉはそれぞれの画像特徴を表し、Ｂは視覚辞書を表し、Ｃｉは各分類画像特徴と各視
覚単語との間の係数で構成されるデータセットを表す。Ｃｉによって形成されるデータセ
ットは、ベクトルの形式で表され得、視覚辞書との一対一のマッピング関係を有する。例
えば、視覚辞書はＢ＝｛ｂ１、ｂ２、ｂ３、ｂ４｝、その対応するＣｉ＝｛Ｃｉ１、Ｃｉ

２、Ｃｉ３、Ｃｉ４｝で表され得る。したがって、Ｘｉ≒ｂ１＊Ｃｉ１＋ｂ２＊Ｃｉ２＋
ｂ３＊Ｃｉ３＋ｂ４＊Ｃｉ４。
【００４９】
　定量化後のＸ１に対応する視覚単語がｂ１、ｂ３、およびｂ４である場合は、Ｘ１のそ
れぞれの係数、すなわち、Ｃ１１、Ｃ１３、およびＣ１４は０．６、０．３、０．１であ
る。それぞれの分類画像特徴と各視覚単語との間の類似性係数の組み合わせは、｛０．６
、０、０．３、０．１｝で表される。類似性係数は、各分類画像特徴と各視覚単語との間
の類似程度を表す。複数の視覚単語によって各分類画像特徴を定量化するための、および
、それぞれの分類画像特徴と定量化後の視覚単語との間の類似性係数を決定するためのさ
まざまな方法がある。いくつか方法例が以下に詳細に説明される。
【００５０】
　１０６において異なる分類画像特徴に対応する各視覚単語の類似性係数に基づいて、各
視覚単語の重みが決定され、分類視覚単語ヒストグラムを構築する。１０４における操作
から、各分類画像特徴について、定量化後の視覚単語との類似性係数を計算し得る。すな
わち、各視覚単語は異なる分類画像特徴との対応する類似性係数を有する。異なる分類画
像特徴に対応する視覚単語の係数に基づいて、視覚単語の重みが決定され、分類用の画像
の分類視覚単語ヒストグラムを構築し得る。
【００５１】
　視覚単語の重みを決定し、分類視覚単語ヒストグラムを構築するさまざまな方法がある
。例えば、異なる分類画像特徴に対応する視覚単語のすべての類似性係数が加えられ、そ
の加算が視覚単語の重みとして使用される。データセットは、視覚単語の重みで構成され
、したがって多次元ベクトルが形成され得、これは分類用の画像の分類視覚単語ヒストグ
ラムを表し得る。
【００５２】
　例えば、Ｘ１、Ｘ２、およびＸ３等の３つの分類画像特徴を、分類用の画像から抽出し
得る。視覚辞書は、ｂ１、ｂ２、ｂ３、およびｂ４等の４つの視覚単語を含み得る。特徴
Ｘ１と各視覚単語の間の類似性係数は、｛０．６、０、０．３、０．１｝である。特徴Ｘ
２と各視覚単語との間の類似性係数は、｛０．２、０．４、０．３、０．１｝である。 
特徴Ｘ３と各視覚単語との間の類似性係数は、｛０．２、０．２、０．３、０．３｝であ
る。すなわち、視覚単語ｂ１に対応する全類似性係数は、０．６、０．２、および０．２
である。そのような類似性係数は、加算されて１としてｂ１の重みを取得する。類似操作
により、視覚単語ｂ２の重みは０．６、視覚単語ｂ３の重みは０．９、視覚単語ｂ４の重
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みは０．５である。したがって、分類視覚単語ヒストグラムは異なる視覚単語の重みで構
成されるデータセットである。最終的に構築される分類視覚単語ヒストグラムは｛１、０
．６、０．９、０．５｝である。
【００５３】
　別の例では、分類用の画像は複数の子画像に分類される。視覚辞書内の各子画像に対応
する視覚単語の重みが最初に計算されて子画像の子分類視覚単語ヒストグラムを構築する
。次に各子分類視覚単語ヒストグラムが組み合わされて分類視覚単語ヒストグラムを形成
する。操作例が以下に詳細に説明される。
【００５４】
　類似性係数の数値を使用して、分類画像特徴とさまざまな視覚単語との間の類似程度を
表し得る。類似性係数は、類似性係数の百分率が同一として残る限り、値の他のタイプの
形式をとり得る。
【００５５】
　１０８において、分類視覚単語ヒストグラムは、複数のサンプル画像からサンプル視覚
単語ヒストグラムによって訓練される画像分類手段に入力される。出力結果は分類用の画
像の分類を決定するために使用される。
【００５６】
　画像分類手段は、機械学習後に画像の分類を自動的に決定する機械モデルである。例え
ば、画像分類手段はベクトル支持機械モデル、決定木モデル等であり得る。事前生成され
た画像分類手段は、複数のサンプル画像に基づいて、機械学習アルゴリズムを使用し、対
応する分類モデルを生成して画像分類を実装する。
【００５７】
　事前生成された画像分類手段は、大量のサンプル画像に基づいて構築されるサンプル視
覚単語ヒストグラムに基づく訓練を介して生成される。例えば、サンプル視覚単語ヒスト
グラムを構築するための操作は、画像分類を実装するために、分類用の画像の視覚単語ヒ
ストグラムを構築するための操作と同一であり得る。以下は、画像分類手段の生成プロセ
ス例である。
【００５８】
　第１のステップにおいて、各サンプル画像特徴と事前生成された視覚辞書内の視覚単語
との間の類似性関係に基づいて、各サンプル画像特徴は視覚辞書内の複数の視覚単語によ
って定量化され、各サンプル画像特徴と定量化後の各視覚単語との間の類似性係数が決定
される。１０４において示されるように、視覚辞書は、大量のサンプル画像から抽出され
るサンプル画像特徴のクラスタリングを介して生成される。画像分類手段もサンプル画像
の訓練を介して生成される。
【００５９】
　選択されたサンプル画像の分類に基づいて、画像分類手段は異なるタイプのための分類
手段を含むように訓練される。例えば、サンプル画像は車両、景色、および人々を含み得
る。最終的に生成された画像分類手段は、画像の車両分類、景色分類、および人々分類へ
の分類を実装するための３つのタイプの分類手段であり得る。
【００６０】
　各サンプル画像特徴は複数の視覚単語によって定量化され、各サンプル画像特徴と定量
化後の視覚単語との間の係数が計算される。例えば、そのような操作は、分類画像特徴と
視覚単語との間の係数を計算するための操作と同一である。
【００６１】
　第２のステップにおいて、異なるサンプル画像特徴に対応する各視覚単語の類似性係数
に基づいて、各視覚単語の重みが決定され、サンプル視覚単語ヒストグラムが構築される
。
【００６２】
　第３のステップにおいて、各サンプル視覚単語ヒストグラムに基づいて、機械学習アル
ゴリズムが使用されて訓練を介して画像分類手段を生成する。
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【００６３】
　各サンプル画像についてサンプル視覚単語ヒストグラムが構築された後、機械学習を介
して、画像分類手段が生成される。
【００６４】
　分類視覚単語ヒストグラムは、前述の操作を介して生成される画像分類手段に入力され
る。画像の分類は、画像分類手段の出力結果に基づいて決定される。訓練後の画像分類手
段が３タイプ分類手段である場合には、出力結果はＡ、Ｂ、またはＣを含む。例えば、Ａ
は車両タイプを表し得、Ｂは木タイプを表し得、Ｃは人々のタイプを表し得る。出力結果
がＡである場合には、画像は車両タイプ画像に所属する。
【００６５】
　大量の分類用の画像が存在し得る。分類プロセスは、前述の操作に従って、分類用の各
画像に適用し、分類用の大量の画像の分類を実装し得る。
【００６６】
　本開示のこの実施形態例では、各分類画像特徴は複数の視覚単語によって定量化され、
各分類画像特徴と定量化後の視覚単語との間の類似性係数が決定される。視覚単語ヒスト
グラムは、各視覚単語の異なる類似性係数に基づいて構築される。１つの分類画像特徴が
複数の視覚単語で表され得るように各分類画像特徴が複数の視覚単語を定量化するために
使用されるため、視覚単語で表される分類画像特徴の正確性は改善される。したがって、
構築された分類視覚単語ヒストグラムは分類用の画像をより正確に表し得、これにより、
画像分類の正確性が改善される。さらに、複数の視覚単語が分類画像特徴を表すために使
用されるため、定量化エラーから生じる分類エラーは減少し得、画像分類の正確性は改善
され得る。
【００６７】
　図２は、本開示の第２の実施形態例に従う画像を分類するための別の方法例の流れ図を
図解する。
【００６８】
　２０２において、分類用の画像の１つ以上の分類画像特徴が抽出される。
【００６９】
　２０４において、各分類画像特徴と事前生成された視覚辞書内の１つ以上の視覚単語と
の間の類似性関係に基づいて、各分類画像特徴は視覚辞書内の複数の視覚単語によって定
量され、各分類画像特徴と定量化後の各視覚単語との間の類似性係数が決定される。
【００７０】
　２０６において、分類用の画像は、ピラミッド画像アルゴリズムに基づいて複数の子画
像に分割される。視覚単語ヒストグラムが分類用の画像の空間情報を表すために、この実
施形態例では、分類用の画像が空間によって分割される。分類用の画像は、複数のレイヤ
ー空間小領域に分割される。各レイヤー空間小領域は、空間画像である。各レイヤー空間
画像は、さらに複数の子画像へ分割される。
【００７１】
　この実施形態例では、分類用の画像はピラミッド画像アルゴリズムによって分割される
。例えば、Ｍ－レイヤーピラミッド画像アルゴリズムを使用して元画像をＭレイヤー空間
画像に分割し得る。各空間画像は、４Ｎによって子画像に分割し得、ここでＮ＝０、１、
２、…、Ｍ－１である。第１のレイヤー空間画像は、４０によって分割され、１つの子レ
イヤー画像を形成する。第２のレイヤー空間画像は４１によって分割され、４子画像を形
成する。第３のレイヤー空間画像は１６の子画像に分割される。Ｍｔｈレイヤー空間画像
は、４Ｍ－１子画像に分割される。ＭおよびＮの値は、実際の状況に従って決定し得る。
【００７２】
　分類用の画像が複数のレイヤー空間画像に分割された後、各レイヤー空間画像は抽出さ
れた分類画像特徴を含む。子画像が分割された後、分類画像特徴もそれに従って分割され
る。例えば、抽出された分類画像特徴は、Ｘ１、Ｘ２、Ｘ３、Ｘ４、およびＸ５を含み得
る。第１のレイヤー空間画像は５分類画像特徴を含む１つの子画像を含む。第２のレイヤ



(15) JP 2015-506026 A 2015.2.26

10

20

30

40

50

ー空間画像は４子画像を含む。例えば、特徴Ｘ１およびＸ２は、第２のレイヤー空間画像
の第１の子画像内に配置され得る。特徴Ｘ３、Ｘ４、およびＸ５は第２のレイヤー空間画
像の第２の子画像内に配置され得る。第３および第４の子画像は、分類画像特徴を含み得
ない。第３のレイヤー空間画像は１６の子画像に分割される。各分類画像特徴は、第３の
レイヤー空間画像の異なる子画像内に配置され得る。
【００７３】
　２０８において、各子画像内に含まれる分類画像特徴が決定される。各子画像内に含ま
れる分類画像特徴に対応するそれぞれの視覚単語の類似性係数は加算されて各子画像に対
応する視覚単語の重みを計算し、各子画像の子分類視覚単語ヒストグラムが構築される。
【００７４】
　２０６に示されるように、画像分割の後、異なるレイヤーにおける異なる子画像に含ま
れる分類画像特徴は異なる。各子画像に含まれる抽出された分類画像特徴は第１に決定さ
れる。次に、各子画像の子分類視覚単語ヒストグラムが構築される。各子画像に対応する
視覚単語の子重みが計算される。視覚単語の子重みが視覚単語ヒストグラムのデータとし
て使用され、子分類視覚単語ヒストグラムを構築する。
【００７５】
　２１０において、各子分類視覚単語ヒストグラムは組み合わされ、分類用の画像の分類
視覚単語ヒストグラムを形成する。子分類視覚単語ヒストグラムは複数のデータからのデ
ータ値を含み、ベクトルで表されるので、各子分類視覚単語ヒストグラムの組み合わせが
各子分類視覚単語ヒストグラムのデータを組み合わせて高次元ベクトルを形成する。
【００７６】
　分類視覚単語ヒストグラムを構築するための操作プロセス例は以下の通りである。
【００７７】
　例えば、Ｘ１、Ｘ２、およびＸ３で表される３分類画像特徴は、分類用の画像から抽出
される。視覚辞書は、ｂ１、ｂ２、ｂ３、およびｂ４で表される４視覚単語を含む。２０
４における操作の後、特徴Ｘ１、Ｘ２、Ｘ３と視覚単語ｂ１、ｂ２、ｂ３、ｂ４、それぞ
れ、との間の第１の類似性係数が計算される。例えば、Ｘ１に対応する第１の類似性係数
の組み合わせは｛０．６、０、０．３、０．１｝であり、Ｘ２に対応する第１の類似性係
数の組み合わせは｛０．２、０．４、０．３、０．１｝であり、Ｘ３に対応する第１の類
似性係数の組み合わせは、｛０、０、０．３、０．７｝である。
【００７８】
　２－レイヤーピラミッド画像アルゴリズムを使用して画像を分割し、第２のレイヤー空
間画像が分割されて４子画像を含むと想定する。第１のレイヤー空間画像に関して、構築
された第１の子視覚単語ヒストグラムは｛０．８、０．４、０．９、０．９｝である。第
２のレイヤー空間画像に関して、分類画像特徴Ｘ１およびＸ２は第２のレイヤー空間画像
に分割される第１の子画像に配置され、Ｘ３は第２のレイヤー空間画像に分割される第２
の子画像に配置されると想定した場合、各子画像の第１の子視覚単語ヒストグラムがそれ
ぞれ｛０．８、０．４、０．６、０．２｝、｛０、０、０．３、０．７｝、｛０、０、０
、０｝、｛０、０、０、０｝である。
【００７９】
　各第１の子視覚単語ヒストグラムは、４－次元ベクトルで表される。各第１の子視覚単
語ヒストグラムの組み合わせの後、最終的に形成される分類視覚単語ヒストグラムは｛０
．８、０．４、０．９、０．９、０．８、０．４、０．６、０．２、０、０、０．３、０
．７、０、０、０、０｝であり、これは２０－次元ベクトルである。
【００８０】
　前述例における値は、説明の簡潔さのためのものであり、実際の適用における特定値と
はなり得ないことに注意すべきである。実際の適用においては、視覚辞書は大量の視覚単
語を含み得る。分類用の各画像から抽出された大量の分類画像特徴もある。各分類画像特
徴は概して高次元ベクトルであり得る。段落の制限の理由により、本開示における例は単
に模範的図解目的のものである。
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【００８１】
　画像のレイヤーおよび子画像の分割は、画像特徴または異なる特徴点間の場所関係の空
間情報を増加する。各子画像は、子分類視覚単語ヒストグラムで表され得る。最終的に形
成された分類視覚単語ヒストグラムは、分類用の画像の空間情報を増加する。したがって
、分類視覚単語ヒストグラムは分類用の画像をより正確に表し、それによって、画像分類
の正確性をさらに改善する。
【００８２】
　２１２において、分類視覚単語ヒストグラムは、複数のサンプル画像から生じるサンプ
ル視覚単語ヒストグラムによって訓練を介して構築される画像分類手段に入力される。分
類用の画像の分類を決定するために出力結果が使用される。
【００８３】
　事前生成された画像分類手段は、大量のサンプル画像に基づいて構築されるサンプル視
覚単語ヒストグラムに基づいて、訓練を介して生成される。画像分類手段は、各サンプル
視覚単語ヒストグラムに基づいて、機械学習アルゴリズムに基づいて生成される。
【００８４】
　以下は画像分類手段の生成プロセス例である。
【００８５】
　第１のステップにおいて、各サンプル画像特徴と事前生成された視覚辞書内の視覚単語
との間の類似性関係に基づいて、各サンプル画像特徴は視覚辞書内の複数の視覚単語によ
って定量化され、各サンプル画像特徴と定量化後の各視覚単語との間の類似性係数が決定
される。
【００８６】
　第２のステップにおいて、各サンプル画像について、以下の操作が実施される。
【００８７】
　各サンプル画像について、サンプル画像は、ピラミッド画像アルゴリズムに従って複数
の子サンプル画像に分割される。各子サンプル画像に含まれるサンプル画像特徴が決定さ
れる。各サンプル子画像内の異なるサンプル画像特徴に対応する各視覚単語のサンプル類
似性係数に基づいて、各子サンプル画像に対応する子サンプルの重みが決定され、子サン
プル視覚単語ヒストグラムが構築される。
【００８８】
　各子サンプル視覚単語ヒストグラムは組み合わされ、サンプル視覚単語ヒストグラムを
形成する。
【００８９】
　第３のステップにおいて、各サンプル視覚単語ヒストグラムに基づいて、機械学習を介
して、画像分類手段が訓練を介して生成される。
【００９０】
　この実施形態例において、分類用の画像はピラミッド画像アルゴリズムにしたがって複
数の子画像に分割され、その後、子画像の子視覚単語ヒストグラムが構築される。子視覚
単語ヒストグラムが組み合わされて、分類視覚単語ヒストグラムを形成する。各分類画像
特徴は複数の視覚単語によって分類され得、子画像の分割も画像特徴の空間情報を増加す
るため、最終的に構築された分類視覚単語ヒストグラムは、分類用の画像をより正確に表
し、それにより、画像分類の正確性は改善する。
【００９１】
　図３は、本開示の第３の実施形態例に従って画像を分類するための別の方法例の流れ図
を図解する。
【００９２】
　３０２において、分類用の画像の１つ以上の分類画像特徴が抽出される。
【００９３】
　３０４において、各分類画像特徴と事前生成された視覚辞書内の１つ以上の視覚単語と
の間の類似性関係に基づいて、スパースコーディング法を用いて、分類画像特徴と事前生
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成された視覚辞書との間のスパースコーディングモデルが構成される。スパースコーディ
ング法は、人間の大脳皮質視覚神経細胞をシミュレートする作動原理に基づいてデータを
記述する多次元データ記述方法である。したがって、そのデータ記述方法はより正確であ
る。
【００９４】
　分類画像特徴と視覚辞書内の視覚単語との間の類似性関係は、Ｘｉ≒Ｂ＊Ｃｉで表され
得る。より正確にＣｉの値を計算するためには、この実施形態例は、スパースコーディン
グ法に基づいて、最初に以下のようにスパースコーディングモデルを形成する。
【００９５】
【数５】

【００９６】
　ここで、Ｂは複数の視覚単語により構成される空間データセットである視覚辞書を表し
、Ｘｉはベクトルの形式で表されるそれぞれの分類画像特徴を表し、Ｃｉはそれぞれの分
類画像特徴と各視覚単語との間の係数によって形成されるデータセットであり、ベクトル
の形式で表され、Ｎは分類画像特徴の数を表し、ｉ＝１、２、…、Ｎ、ここでＮは任意の
整数であり得、λは拘束係数を表す。適用例において、その値は５００であり得る。
【００９７】
【数６】

【００９８】
はＣｉ内の全要素の加算を表す。
【００９９】
　スパースコーディングモデルで表される意味は、スパースコーディングモデルが最小値
を有するときのＣｉの値を計算することである。
【０１００】
　３０６において、スパースコーディングモデルの解を導出することにより、各分類画像
特徴は視覚辞書内の複数の視覚単語によって定量化され、各分類画像特徴と定量化後の各
視覚単語との間の類似性係数が取得される。
【０１０１】
　最小二乗方法等の数学的最適方法を使用して、スパースコーディングモデルの解を導出
し得る。最小二乗方法の例において、スパースコーディングモデルは
【０１０２】
【数７】

【０１０３】
と同等である。
【０１０４】
　最小二乗方法を使用し、Ｍが最小値を有するときのＣｉの値を取得し得る。Ｃｉ内のデ
ータは、分類画像特徴Ｘｉと視覚辞書内の各視覚単語との間の類似性係数である。
【０１０５】
　例えば、視覚辞書Ｂが、分類画像特徴Ｘ１について、４視覚単語ｂ１、ｂ２、ｂ３、お
よびｂ４を含むと想定した場合、導出されるＣ１は｛０、０、０．４、０．６｝であり、
これは分類画像特徴が視覚単語ｂ３およびｂ４として定量化され得ることを表す。視覚単
語ｂ３およびｂ４を有する類似性係数は、それぞれ０．４および０．６である。定量化の
ために使用されない他の視覚単語を有する類似性係数、すなわちｂ１およびｂ２は、０で
ある。
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【０１０６】
　スパースコーディングモデルを介して、各分類画像特徴と各視覚単語との間の類似性係
数が決定される。各分類画像特徴は、複数の視覚単語の線形組み合わせで表される。スパ
ースコーディングモデルを用いて、複数の視覚単語の定量化を介して各分類画像特徴の表
示を実装し、類似性係数を導出し、これにより、分類画像特徴をより正確に表す。
【０１０７】
　３０８において、分類用の画像はピラミッド画像アルゴリズムにしたがって複数の子画
像に分割される。
【０１０８】
　３１０において、各子画像に含まれる分類画像特徴が決定される。各子画像に含まれる
異なる分類画像特徴に対応する各視覚単語の類似性係数が加算されて、各子画像に対応す
る視覚単語の重みを計算する。各子画像の子視覚単語ヒストグラムが次に構築される。
【０１０９】
　３１２において、各子視覚単語ヒストグラムが組み合わされて分類視覚単語ヒストグラ
ムを形成する。
【０１１０】
　３１４において、分類視覚単語ヒストグラムは複数のサンプル画像から生じるサンプル
視覚単語ヒストグラムによって訓練を介して構築される画像分類手段に入力される。出力
結果は、分類用の画像の分類を決定するために使用される。
【０１１１】
　この実施形態例において、事前生成された画像分類手段は、大量のサンプル画像に基づ
いて構築されるサンプル視覚単語ヒストグラムに基づいて訓練を介して生成される。画像
分類手段は、各サンプル視覚単語ヒストグラムに基づいて機械学習アルゴリズムに基づい
て生成される。
【０１１２】
　以下は画像分類手段の生成プロセス例である。
【０１１３】
　第１のステップにおいて、各サンプル画像特徴と事前生成された視覚辞書内の１つ以上
の視覚単語との間の類似性関係に基づいて、スパースコーディング法を用いて、各サンプ
ル画像特徴と事前生成された視覚辞書との間のスパースコーディングモデルが構築される
。
【０１１４】
　第２のステップにおいて、スパースコーディングモデルの解を導出することによって、
各サンプル画像特徴は視覚辞書内の複数の視覚単語によって定量化され、各サンプル画像
特徴と定量化後の視覚単語との間のサンプル類似性係数が取得される。
【０１１５】
　第３のステップにおいて、以下の操作が各サンプル画像について実施される。
【０１１６】
　各サンプル画像について、サンプル画像がピラミッド画像アルゴリズムに従って複数の
子サンプル画像に分割される。各子サンプル画像に含まれるサンプル画像特徴が決定され
る。各サンプル子画像内の異なるサンプル画像特徴に対応する各視覚単語のサンプル類似
性係数に基づいて、各サンプル子画像に対応する子サンプルの重みが決定され、子サンプ
ル視覚単語ヒストグラムが構築される。
【０１１７】
　各子サンプル視覚単語ヒストグラムが組み合わされて、サンプル視覚単語ヒストグラム
を形成する。
【０１１８】
　第４のステップにおいて、各サンプル視覚単語ヒストグラムに基づいて、機械学習を介
して、画像分類手段が訓練によって生成される。
【０１１９】
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　この実施形態例は、スパースコーディングモデルを介して複数の視覚単語によって各分
類画像特徴を定量化し、定量化後の視覚単語で類似性係数を導出し、それにより、類似性
係数の計算精度を改善して、視覚単語と画像特徴との間の類似性関係を正確に反映する。
さらに、分類用の画像はピラミッド画像アルゴリズムに従って分割され、それにより、特
徴の空間情報を増加する。したがって、最終的に構築された分類視覚単語ヒストグラムは
、分類用の画像をより正確に表し、それにより、画像分類の正確性を改善する。
【０１２０】
　図４は、本開示の第４の実施形態例に従って画像を分類するための別の方法例の流れ図
を図解する。
【０１２１】
　４０２において、分類用の画像の１つ以上の分類画像特徴が抽出される。
【０１２２】
　４０４において、各分類画像特徴と事前生成された視覚辞書内の視覚単語との間の類似
性関係に基づいて、各分類画像特徴と各視覚単語との間のユークリッド距離が計算される
。
【０１２３】
　分類画像特徴と各視覚単語との間の類似性係数は、各分類画像特徴と各視覚単語との間
のユークリッド距離の計算によって決定される。したがって、分類画像特徴と視覚単語、
Ｘｉ≒Ｂ＊Ｃｉの類似性関係式にしたがい、ＸｉとＢ内の各視覚単語の間のユークリッド
距離が計算され、Ｃｉ内の値を決定する。
【０１２４】
　画像特徴はベクトルの形式で表される。例えば、ＳＩＦＴ特徴は１２８－次元ベクトル
である。視覚単語は画像特徴を介してクラスタリングされ、画像特徴と同一の次元でベク
トルでも表される。ユークリッド距離は、複数の次元空間における二点間の距離として参
照される。この実施形態例では、分類画像特徴および視覚単語は、ベクトル空間内におい
て二点として処理される。ユークリッド距離は、分類画像特徴と視覚単語との間の類似程
度を表す。ユークリッド距離が小さくなれば、視覚単語と分類画像特徴の間により類似性
が存在する。
【０１２５】
　例えば、画像特徴と視覚単語の両方が３－次元ベクトルであると想定すると、これらは
それぞれ（１、１、３）および（２、０、５）であり、ユークリッド距離は以下のように
なる。
【０１２６】
【数８】

【０１２７】
　４０６において各分類画像特徴について、ユークリッド距離が最小ユークリッド距離の
事前設定時間範囲内である１つ以上の視覚単語が定量化後のそれぞれの分類画像特徴に対
応する視覚単語として決定される。
【０１２８】
　例えば、以下の操作が各分類画像特徴について実施され得る。
【０１２９】
　分類画像特徴に基づいて計算されるユークリッド距離中の最小ユークリッド距離が決定
される。最小ユークリッド距離に対応する視覚単語は、分類画像特徴の定量化用の１つの
視覚単語として処理される。
【０１３０】
　分類画像特徴に基づく他の計算されたユークリッド距離は、最小ユークリッド距離と比
較されて、ユークリッド距離が最小ユークリッド距離の事前設定時間範囲内である視覚単
語を、分類画像特徴の定量化用の他の視覚単語として決定する。
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【０１３１】
　事前設定時間範囲は、実際の状況に基づいて設定し得る。例えば、視覚辞書は、ｂ１、
ｂ２、ｂ３、ｂ４、およびｂ５の５視覚単語を含み得る。各分類画像特徴につき、各視覚
単語、すなわち、ｂ１、ｂ２、ｂ３、ｂ４、ｂ５を有するユークリッド距離は、それぞれ
６、４、８、２、および１０である。最小ユークリッド距離は２である。最小ユークリッ
ド距離と比較した他のユークリッド距離の異なる時間は、それぞれ２、１、３、および４
である。もしも事前設定時間範囲が１～３である場合、対応するユークリッド距離がそれ
ぞれ６、４、８、および２である視覚単語ｂ１、ｂ２、ｂ３、およびｂ４は、分類画像特
徴の定量化用の視覚単語として決定される。
【０１３２】
　４０８において、それぞれの分類画像特徴と定量化後の各視覚単語との間のユークリッ
ド距離に基づいて、それぞれの分類画像特徴と定量化後の視覚単語との間の類似性係数が
計算される。
【０１３３】
　定量化のために使用されない、分類画像特徴と視覚辞書内の視覚単語との間の類似性係
数は０である。したがって、分類画像特徴と定量化のために使用される視覚単語との間の
類似性係数の計算は十分であろう。
【０１３４】
　ユークリッド距離が小さくなれば、対応する類似性係数は大きくなる。類似性係数を計
算するためにユークリッド距離を使用する方法はたくさんある。４０６における例を使用
し、分類画像特徴と定量化用の視覚単語との間のユークリッド距離は、それぞれ６、４、
８、および２である。ユークリッド距離中の百分率関係は、０．３：０．２：０．４：０
．１である。ユークリッド距離が小さくなると、分類画像特徴と視覚単語との間により類
似性が存在する。分類画像特徴と視覚単語ｂ１との間の類似性係数は０．３、分類画像特
徴と視覚単語ｂ２との間の類似性係数は０．２、分類画像特徴と視覚単語ｂ３との間の類
似性係数は０．４、分類画像特徴と視覚単語ｂ４との間の類似性係数は０．１と決定され
る。したがって、各視覚単語に対応する分類画像特徴の類似性係数は、それぞれ０．３、
０．２、０．４、０．１、および０である。０は分類画像特徴と視覚単語ｂ５との間の類
似性係数である。
【０１３５】
　ユークリッド距離が小さくなれば、分類画像特徴とユークリッド距離に対応する各視覚
単語はより近くなり、従って、類似性係数は大きくなる。
【０１３６】
　異なる方法を介して計算された類似性係数の特定値は異なり得ることに注意されたい。
それらは依然として視覚単語と分類画像特徴との間の類似性程度を反映するので、分類精
度は影響されない。
【０１３７】
　４１０において、分類用の画像はピラミッド画像アルゴリズムに従って複数の子画像に
分割される。
【０１３８】
　４１２において、各子画像に含まれる分類画像特徴が決定される。各子画像に含まれる
異なる分類画像特徴に対応する各視覚単語の類似性係数が加算されて、各子画像に対応す
る視覚単語の重みを計算する。各子画像の子視覚単語ヒストグラムが次に構築される。
【０１３９】
　４１４において、各子視覚単語ヒストグラムが組み合わされて、分類視覚単語ヒストグ
ラムを形成する。
【０１４０】
　４１６において、分類視覚単語ヒストグラムが、訓練を介して事前生成された画像分類
手段に入力される。分類用の画像の分類を決定するために、出力結果が用いられる。
【０１４１】
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　この実施形態例において、事前生成された画像分類手段は大量のサンプル画像に基づい
て構築されるサンプル視覚単語ヒストグラムによって訓練を介して生成される。画像分類
手段は、大量のサンプル視覚単語ヒストグラムに基づいて、機械学習アルゴリズムによっ
て生成される。
【０１４２】
　以下は、画像分類手段の生成プロセス例である。
【０１４３】
　第１のステップにおいて、各サンプル画像特徴と事前生成された視覚辞書内の１つ以上
の視覚単語との間の類似性関係に基づいて、各サンプル画像特徴と視覚辞書内の各視覚単
語との間のユークリッド距離が計算される。
【０１４４】
　第２のステップにおいて、各サンプル画像特徴につき、最小ユークリッド距離に対応す
る視覚単語とユークリッド距離が最小ユークリッド距離の事前設定時間範囲内である他の
視覚単語が決定される。
【０１４５】
　第３のステップにおいて、各サンプル画像特徴と定量化用の各視覚単語との間のユーク
リッド距離に基づいて、各サンプル画像特徴と定量化用の各視覚単語との間のサンプル類
似性係数が計算される。
【０１４６】
　第４のステップにおいて、各サンプル画像について、以下の操作が実施される。
【０１４７】
　各サンプル画像について、サンプル画像がピラミッド画像アルゴリズムに従って複数の
子サンプル画像に分割される。各子サンプル画像に含まれるサンプル画像特徴が決定され
る。各サンプル子画像内の異なるサンプル画像特徴に対応する各視覚単語のサンプル類似
性係数に基づいて、各サンプル子画像に対応する子サンプルの重みが決定され、子サンプ
ル視覚単語ヒストグラムが構築される。
【０１４８】
　各子サンプル視覚単語ヒストグラムが組み合わされて、サンプル視覚単語ヒストグラム
を形成する。
【０１４９】
　第５のステップにおいて、各サンプル視覚単語ヒストグラムに基づいて、機械学習を介
して、画像分類手段が訓練を介して生成される。
【０１５０】
　この実施形態例は、ユークリッド距離の計算に基づいて、分類画像特徴と視覚単語との
間の類似性程度を決定し、分類画像特徴を計算されたユークリッド距離に基づいて複数の
視覚単語に定量化し、係数を決定する。分類画像特徴は複数の視覚単語によって定量化さ
れるので、構築された分類視覚単語ヒストグラムは、分類用の画像をより正確に表すこと
ができ、したがって、画像分類の正確性を改善する。さらに、分類用の画像は複数の子画
像に分割され、それにより、特徴の空間情報が増加する。したがって、最終的に構築され
た分類視覚単語ヒストグラムは、分類用の画像をより正確に表し、それによって、画像分
類の正確性を改善する。
【０１５１】
　前述の実施形態例は、簡潔化のために、一連の操作の組み合わせとして記載されている
。しかしながら、当業者であれば、本開示が記載される操作の順序によって限定されない
ことを理解するであろう。本開示に従って、いくつかの操作は他の順序を容認し得るか、
または並行して実施され得る。さらに、当業者であれば、本明細書に記載される実施形態
が例であって、それらの関連操作およびモジュールが本開示には必要ではない場合がある
ことを理解すべきである。
【０１５２】
　第１の実施形態例において説明された方法に対応して、図５は画像を分類するための第
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１の装置例の構成図を図解する。
【０１５３】
　装置はソフトウェア、ハードウェア、またはそれらの組み合わせを含み得る。構成例に
おいては、図５の装置５００は１つ以上のプロセッサ（複数可）５０２およびメモリ５０
４を含み得る。メモリ５０４はコンピュータ記憶媒体の例である。
【０１５４】
　コンピュータ記憶媒体は、コンピュータ実行可能命令、データ構造、プログラムモジュ
ール、または他のデータ等の情報の記憶のための任意の方法または技術において実装され
る、揮発性および不揮発性、取り外し可能および非取り外し可能媒体を含む。コンピュー
タ記憶媒体の例は、次のものに限定されないが、相変化メモリ（ＰＲＡＭ）、スタティッ
クランダムアクセスメモリ（ＳＲＡＭ）、ダイナミックランダムアクセスメモリ（ＤＲＡ
Ｍ）、他のタイプのランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）、読み取り専用メモリ（ＲＯＭ）
、電気的消去可能プログラム式読み取り専用メモリ（ＥＥＰＲＯＭ）、フラッシュメモリ
または他のメモリ技術、コンパクトディスク読み取り専用メモリ（ＣＤ－ＲＯＭ）、デジ
タル汎用ディスク（ＤＶＤ）または他の光学記憶装置、磁気カセット、磁気テープ、磁気
ディスク記憶装置または他の磁気記憶デバイス、あるいは、コンピューティングデバイス
によるアクセスのための情報を記憶するために使用可能な任意の他の非送信媒体を含む。
本明細書中で定義されるように、コンピュータ記憶媒体は、変調されたデータ信号および
搬送波等の一過性媒体は含まない。
【０１５５】
　メモリ５０４はその中にプログラムユニットまたはモジュールおよびプログラムデータ
を記憶し得る。図５の例において、メモリ５０４はその中に特徴抽出モジュール５０６、
定量化決定モジュール５０８、構築モジュール５１０および分類モジュール５１２を記憶
し得る。
【０１５６】
　特徴抽出モジュール５０６は分類用の画像の１つ以上の分類画像特徴を抽出する。例え
ば、分類画像特徴は、ＳＩＦＴアルゴリズムによって抽出されるスケール不変特徴変形（
ＳＩＦＴ）特徴等の画像地域特徴であり得る。ＳＦＩＴ特徴は、スケール、回転不変性、
視点変化、アフィン変化、および安定性の特定程度をも維持するノイズを有する。
【０１５７】
　定量化決定モジュール５０８は、各分類画像特徴と事前生成された視覚辞書内の各視覚
単語との間の類似性関係に基づいて、視覚辞書内の多数の視覚単語によって各分類画像特
徴を定量化し、各分類画像特徴と定量化後の各視覚単語との間の類似性係数を決定する。
【０１５８】
　視覚辞書は、大量のサンプル画像から抽出されるサンプル画像特徴のクラスタリングに
よって、事前に生成され得る。
【０１５９】
　画像特徴と視覚単語の両方はベクトルで表され得るので、各分類画像特徴は以下の視覚
辞書内の視覚単語との類似関係を有し得、これはＸｉ≒Ｂ＊Ｃｉ等の線形式で表され得る
。
【０１６０】
　Ｘｉはそれぞれの画像特徴を表し、Ｂは視覚辞書を表し、Ｃｉは各分類画像特徴と各視
覚単語との間の係数で構成されるデータセットを表す。
【０１６１】
　構築モジュール５１０は、異なる分類画像特徴に対応する各視覚単語の類似性係数に基
づいて、各視覚単語の重みを決定して分類視覚単語ヒストグラムを構築する。
【０１６２】
　例えば、構築モジュール５１０はそれぞれの視覚単語に対応する異なる分類画像特徴の
全類似性係数を加算して分類用の画像に対応する各視覚単語のそれぞれの重みを計算し、
重みに基づいて分類視覚単語ヒストグラムを構築する。
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【０１６３】
　言い換えれば、各視覚単語のそれぞれの重みが組み合わされてベクトルの形式でデータ
セットを形成し、分類視覚単語ヒストグラムを取得する。
【０１６４】
　分類モジュール５１２は、分類視覚単語ヒストグラムを、複数のサンプル画像に基づい
て構築されるサンプル視覚単語ヒストグラムによって訓練される画像分類手段に入力する
。出力結果は、分類用の画像の分類を決定するために使用される。
【０１６５】
　画像分類手段は、機械学習の後に画像の分類を自動的に決定する機械モデルである。例
えば、画像分類手段はベクトル支持機械モデル、決定木モデル等であり得る。事前生成さ
れた画像分類手段は複数のサンプル画像に基づいており、機械学習アルゴリズムを使用し
、対応する分類モデルを生成して画像分類を実装する。
【０１６６】
　事前生成された画像分類手段は、大量のサンプル画像に基づいて構築されるサンプル視
覚単語ヒストグラムに基づく訓練を介して事前に生成される。例えば、サンプル視覚単語
ヒストグラムを構築するための操作は、分類用の画像の視覚単語ヒストグラムを構築して
画像分類を実装する操作と同一であり得る。
【０１６７】
　この実施形態例において説明された画像分類手段の生成プロセスは、第１の方法の実施
形態例における説明に参照され得、これは簡潔さの目的のために本明細書中では詳述され
ない。
【０１６８】
　本開示のこの実施形態例では、各分類画像特徴は多数の視覚単語によって定量化され、
各分類画像特徴と定量化後の視覚単語との間の類似性係数が決定される。視覚単語ヒスト
グラムは、各視覚単語の異なる類似性係数に基づいて構築される。各分類画像特徴は、１
つの分類画像特徴が複数の視覚単語で表されるように、複数の視覚単語によって定量化さ
れるため、視覚単語で表される分類画像特徴の正確性は改善される。したがって、構築さ
れる分類視覚単語ヒストグラムは分類用の画像をより正確に表し得、それにより、画像分
類の正確性を改善する。さらに、複数の視覚単語が分類画像特徴を表すために使用される
ため、定量化エラーから生じる分類エラーは減少し、画像分類の正確性は改善され得る。
【０１６９】
　第２の実施形態例において説明された方法に対応いて、図６は画像を分類するための第
２の装置例の構成図を図解する。
【０１７０】
　子の装置は、ソフトウェア、ハードウエア、またはそれらの組み合わせを含み得る。構
成例において、図６の装置６００は１つ以上のプロセッサ（複数可）６０２およびメモリ
６０４を含み得る。メモリ６０４はコンピュータ記憶媒体の例である。
【０１７１】
　メモリ６０４は、その中に、プログラムユニットまたはモジュールおよびプログラムデ
ータを記憶し得る。図６の例において、メモリ６０４はその中に、特徴抽出モジュール６
０６、定量化決定モジュール６０８、分割モジュール６１０、第１の構築モジュール６１
２、第２の構築モジュール６１４、 および分類モジュール６１６を記憶し得る。
【０１７２】
　特徴抽出モジュール６０６は、分類用の画像の１つ以上の分類画像特徴を抽出する。
【０１７３】
　定量化決定モジュール６０８は、各分類画像特徴と事前生成された視覚辞書内の各視覚
単語との間の類似性関係に基づいて、視覚辞書内の複数の視覚単語によって各分類画像特
徴を定量化し、定量化後に各分類画像特徴と各視覚単語との間の類似性係数を決定する。
【０１７４】
　分割モジュール６１０は、分類用の画像を、ピラミッド画像アルゴリズムに従って複数
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の子画像に分割する。視覚単語ヒストグラムが分類用の画像の空間情報を表すように、こ
の実施形態例では、分類用の画像が空間によって分割される。分類用の画像は複数レイヤ
ー空間小領域に分割される。各レイヤー空間小領域は、空間画像である。各空間画像につ
いて、子画像のための分割が実施され、複数の子画像を取得する。
【０１７５】
　例えば、分割モジュール６１０は、画像レイヤー分割モジュールおよび子画像分割モジ
ュールを含み得る。画像レイヤー分割モジュールは、分類用の画像を、ピラミッド画像ア
ルゴリズムにしたがって複数のレイヤー画像に分割する。子画像分割モジュールは、各レ
イヤー画像について子画像を分割し、複数の子画像を形成する。
【０１７６】
　第１の構築モジュール６１２は、各子画像内に含まれる分類画像特徴を決定し、各子に
含まれる分類画像特徴に対応するそれぞれの視覚単語の類似性係数を加算し、異なる分類
画像特徴を含む各子画像に対応する各視覚単語のそれぞれの重みを計算し、各子画像の子
分類視覚単語ヒストグラムを構築する。
【０１７７】
　画像分割の後、異なるレイヤーにおける異なる子画像に含まれる分類画像特徴は異なる
。各子画像に含まれる抽出された分類画像特徴は第１に決定される。次に、各子画像の子
分類視覚単語ヒストグラムが構築される。例えば、子分類視覚単語ヒストグラムの構築プ
ロセスは、分類視覚単語ヒストグラムを構築するための構築プロセスと同一である。すな
わち、各子画像に対応する視覚単語の子重みが計算され、子分類視覚単語ヒストグラムが
子重みに基づいて構築される。
【０１７８】
　第２の構築モジュール６１４は各子分類視覚単語ヒストグラムを組み合わせて分類視覚
単語ヒストグラムを形成する。
【０１７９】
　子分類視覚単語ヒストグラムは複数のデータからのデータ値を含み、ベクトルで表され
るので、各子分類視覚単語ヒストグラムの組み合わせは、各子分類視覚単語ヒストグラム
のデータを組み合わせて、高次元ベクトルを形成することである。
【０１８０】
　画像のレイヤーおよび子画像の分割は、画像特徴または異なる特徴点の中の場所関係の
空間情報を増加させる。各子画像は子分類視覚単語ヒストグラムで表され得る。最終的に
形成される分類視覚単語ヒストグラムは、分類用の画像の空間情報を増加させる。したが
って、分類視覚単語ヒストグラムはより正確に分類用の画像を表し、それにより、画像分
類の正確性をさらに改善する。
【０１８１】
　分類モジュール６１６は、分類視覚単語ヒストグラムを、複数のサンプル画像に基づい
て構築されるサンプル視覚単語ヒストグラムによって訓練される画像分類手段の中に入力
する。出力結果は、分類用の画像の分類を決定するために使用される。
【０１８２】
　事前生成された画像分類手段は、大量のサンプル画像に基づいて構築され、サンプル視
覚単語ヒストグラムに基づく訓練によって、事前に生成される。画像分類手段は、各サン
プル視覚単語ヒストグラムに基づく機械学習アルゴリズムに基づいて生成される。詳細な
生成されたプロセスは、第２の実施形態例に参照され得、本明細書中では詳述されない。
【０１８３】
　この実施形態例では、分類用の画像は、ピラミッド画像アルゴリズムに従って複数の子
画像に分割され、その後、子画像の子視覚単語ヒストグラムが構築される。子視覚単語ヒ
ストグラムが組み合わされて分類視覚単語ヒストグラムを形成する。各分類画像特徴は複
数の視覚単語によって分類され、子画像の分割も画像特徴の空間情報を増加させるので、
最終的に構築される分類視覚単語ヒストグラムは、分類用の画像をより正確に表し得、そ
れによって、画像分類の正確性を改善する。
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【０１８４】
　第３の実施形態例において説明された方法に対応して、図７は画像を分類するための第
３の装置例の構成図を図解する。
【０１８５】
　この装置は、ソフトウェア、ハードウエア、またはそれらの組み合わせを含み得る。構
成例において、図７の装置７００は１つ以上のプロセッサ（複数可）７０２およびメモリ
７０４を含み得る。メモリ７０４はコンピュータ記憶媒体の例である。
【０１８６】
　メモリ７０４はその中に、プログラムユニットまたはモジュールおよびプログラムデー
タを記憶し得る。図７の例において、メモリ７０４はその中に特徴抽出モジュール７０６
、モデル構成モジュール７０８、定量化計算モジュール７１０、分割モジュール７１２、
第１の構築モジュール７１４、第２の構築モジュール７１６、および分類モジュール７１
８を記憶し得る。
【０１８７】
　特徴抽出モジュール７０６は、分類用の画像の１つ以上の分類画像特徴を抽出する。
【０１８８】
　モデル構成モジュール７０８は、各分類画像特徴と事前生成された視覚辞書内の１つ以
上の視覚単語との間の類似性関係に基づいて、スパースコーディング法を用いて、分類画
像特徴と事前生成された視覚辞書との間のスパースコーディングモデルを構成する。
【０１８９】
　例えば、スパースコーディングモデルは以下のようになり得る。
【０１９０】
【数９】

【０１９１】
　ここでＢは視覚辞書を表し、Ｘｉはベクトルの形式で表されるそれぞれの分類画像特徴
を表し、Ｃｉはそれぞれの分類画像特徴と各視覚単語との間の係数によって形成され、ベ
クトルの形式で表されるデータセットを表し、Ｎは分類画像特徴の数を表し、ｉ＝１、２
、…、Ｎ、ここでＮは任意の整数で、またλは拘束係数を表し得る。スパースコーディン
グモデルは、スパースコーディングモデルが最小値を有するときのＣｉの値を計算する。
【０１９２】
　定量化計算モジュール７１０は、スパースコーディングモデルの解を導出することによ
って、視覚辞書内の複数の視覚単語によって各分類画像特徴を定量化し、定量化後、各分
類画像特徴と視覚単語との間の類似性係数を取得する。
【０１９３】
　数学的最適方法を使用してスパースコーディングモデルの解を導出し得るが、これは、
ＸｉおよびＢＣｉの偏差の平方の加算が最小値を有するときのＣｉの値を計算する最小二
乗法等である。
【０１９４】
　分割モジュール７１２はピラミッド画像アルゴリズムに従って分類用の画像を多数の子
画像に分割する。
【０１９５】
　例えば、分割モジュール７１２は画像レイヤー分割モジュールおよび子画像分割モジュ
ールを含み得る。画像レイヤー分割モジュールは、ピラミッド画像アルゴリズムに従って
、分類用の画像を複数のレイヤー画像に分割する。子画像分割モジュールは、各レイヤー
画像用の子画像を分割して、複数の子画像を形成する。
【０１９６】
　第１の構築モジュール７１４は、各子画像に含まれる分類画像特徴を決定し、各子に含
まれる分類画像特徴に対応するそれぞれの視覚単語の類似性係数を加算し、異なる分類画
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像特徴を含む各子画像に対応する各視覚単語のそれぞれの重みを計算し、各子画像の子分
類視覚単語ヒストグラムを構築する。
【０１９７】
　第２の構築モジュール７１６は、各子分類視覚単語ヒストグラムを組み合わされて分類
視覚単語ヒストグラムを形成する。
【０１９８】
　分類モジュール７１８は、分類視覚単語ヒストグラムを、訓練によって事前に生成され
る画像分類手段に入力される。出力結果は、分類用の画像の分類を決定するために使用さ
れる。
【０１９９】
　この実施形態例は、スパースコーディングモデルによって、多数の視覚単語によって各
分類画像特徴を定量化し、定量化後に視覚単語で類似性係数を導出し、それにより、デー
タ表示の計算精度を改善する。さらに、分類用の画像はピラミッド画像アルゴリズムに従
って導出され、それにより、特徴の空間情報を増加させる。したがって、最終的に構築さ
れる分類視覚単語ヒストグラムは、分類用の画像をより正確に表し、それにより、画像分
類の正確性を改善する。
【０２００】
　第４の実施形態例に説明された方法に対応して、図８は画像を分類するための第４の装
置例の構成図を図解する。
【０２０１】
　装置は、ソフトウェア、ハードウエア、またはそれらの組み合わせを含み得る。構成例
において、図８の装置８００は１つ以上のプロセッサ（複数可）８０２およびメモリ８０
４を含み得る。メモリ８０４はコンピュータ記憶媒体の例である。
【０２０２】
　メモリ８０４はその中に、プログラムユニットまたはモジュールおよびプログラムデー
タを記憶し得る。図８の例では、メモリ８０４はその中に特徴抽出モジュール８０６、第
１の計算モジュール８０８、定量化モジュール８１０、第２の計算モジュール８１２、分
割モジュール８１４、第１の構築モジュール８１６、第２の構築モジュール８１８、およ
び分類モジュール８２０を記憶し得る。
【０２０３】
　特徴抽出モジュール８０６は、分類用の画像の１つ以上の分類画像特徴を抽出する。
【０２０４】
　第１の計算モジュール８０８は、各分類画像特徴と事前生成された視覚辞書内の視覚単
語との間の類似性関係に基づいて、各分類画像特徴と各視覚単語との間のユークリッド距
離を計算する。
【０２０５】
　画像特徴はベクトルの形式で表される。例えば、ＳＩＦＴ特徴は１２８－次元ベクトル
である。視覚単語は画像特徴を介してクラスタリングされ、画像特徴の同一次元でベクト
ルでも表される。ユークリッド距離は、多次元空間における二点間の距離を指す。この実
施形態例では、分類画像特徴と視覚単語は、ベクトル空間において二点として処理される
。ユークリッド距離は、分類画像特徴と視覚単語との間の類似性程度を表す。
【０２０６】
　定量化モジュール８１０は、各分類画像特徴について、ユークリッド距離が最小ユーク
リッド距離の事前設定時間範囲内である１つ以上の視覚単語を、定量化後のそれぞれの分
類画像特徴に対応する視覚単語として決定する。
【０２０７】
　第２の計算モジュール８１２は、それぞれの分類画像特徴と定量化後の各視覚単語との
間のユークリッド距離に基づいて、それぞれの分類画像特徴と定量化後の視覚単語との間
の類似性係数を計算する。
【０２０８】
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　ユークリッド距離が小さければ、その対応する類似性係数は大きくなる。
【０２０９】
　分割モジュール８１４は、ピラミッド画像アルゴリズムに従って、分類用の画像を複数
の子画像に分割する。
【０２１０】
　例えば、分割モジュール８１４は画像レイヤー分割モジュールと子画像分割モジュール
を含み得る。画像レイヤー分割モジュールは、分類用の画像を、ピラミッド画像アルゴリ
ズムに従って複数のレイヤー画像に分割する。子画像分割モジュールは、各レイヤー画像
用の子画像を分割して、複数の子画像を形成する。
【０２１１】
　第１の構築モジュール８１６は、各子画像に含まれる分類画像特徴を決定し、各子に含
まれる分類画像特徴に対応するそれぞれの視覚単語の類似性係数を加算し、異なる分類画
像特徴を含む各子画像に対応する各視覚単語のそれぞれの重みを計算し、各子画像の子分
類視覚単語ヒストグラムを構築する。
【０２１２】
　第２の構築モジュール８１８は各子分類視覚単語ヒストグラムを組み合わせて、分類視
覚単語ヒストグラムを形成する。
【０２１３】
　分類モジュール８２０は分類視覚単語ヒストグラムを、複数のサンプル画像に基づいて
構築されたサンプル視覚単語ヒストグラムによって訓練される画像分類手段に入力される
。出力結果は、分類用の画像の分類を決定するために使用される。
【０２１４】
　この実施形態例は、ユークリッド距離の計算に基づいて、分類画像特徴と視覚単語との
間の類似性程度を決定し、計算されたユークリッド距離に基づいて、分類画像特徴を複数
の視覚単語に定量化し、係数を決定する。分類画像特徴は複数の視覚単語によって定量化
されるので、構築された分類視覚単語ヒストグラムは、分類用の画像をより正確に表すこ
とができ、それにより、画像分類の正確性を改善する。さらに、分類用の画像は、複数の
子画像に分割され、それにより、特徴の空間情報を増加させる。したがって、最終的に構
築された分類視覚単語ヒストグラムは、分類用の画像をより正確に表し、それにより、画
像分類の正確性を改善する。
【０２１５】
　さまざまな模範的実施形態が本開示において漸進的に説明される。実施形態例の同一ま
たは類似部分は、互いに参照され得る。各実施形態例は、他の実施形態例とは異なる焦点
を有する。特に、装置実施形態例は、比較的簡素な方法で説明されてきたが、これは、そ
の方法例との基本的対応性のゆえである。その詳細は、模範的方法の関連部分に参照され
得る。
【０２１６】
　本文書における「第１の」および「第２の」等の任意の相関的用語は、ある実体を別の
実体と、またはある操作を別の操作と区別することのみを意図しているが、任意の現実世
界の関係の存在又はこれらの各実体間もしくは操作間の順序付けを必ずしも要求または暗
示しないことに留意されたい。さらに、「含む」、「有する」またはあらゆる他のバリエ
ーション等の用語は、非排他的に「から構成されている」を意味することが意図されてい
る。したがって、個々に特徴群を含むプロセス、方法、物品、またはデバイスは、それら
の特徴を含み得、さらに、列挙されない他の特徴、あるいは、それらのプロセス、方法、
物品、またはデバイスのあらゆる固有の特徴をも含み得る。さらなる任意の限定なしで、
「～を含む」で定義される特徴は、その特徴を記載するプロセス、方法、物品、またはデ
バイスが他の同等の特徴を有し得る可能性を排除しない。
【０２１７】
　図解目的のために、前述の装置は、機能性に従って異なるモジュールで記載される。本
技法は、１つ以上のハードウエア、ソフトウェア、またはそれら両方の組み合わせにおい
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【０２１８】
　実施形態例の説明から、当業者は、本技法はソフトウェアおよび必要な一般的プラット
フォームによって実施し得ることを理解するであろう。本技法はソフトウェア製品の形態
で実現し得る。例えば、本開示は、コンピュータ記憶媒体（ＣＤ－ＲＯＭ、光学ディスク
等、これらに限定されない、を含む）内に実装可能なコンピュータ実行可能またはプロセ
ッサ実行可能命令を含む１つ以上のコンピュータプログラムの形式が可能である。これら
のコンピュータプログラム命令を、コンピュータまたは他のプログラム式データプロセッ
サ内にロードし、コンピュータまたは他のプログラム式データプロセッサが実施形態例に
記載される方法を実施可能とすることも可能である。
【０２１９】
　本開示は、本開示の実施形態の方法、デバイス（システム）、およびコンピュータプロ
グラムの流れ図および／またはブロック図を参照することによって説明されている。各流
れおよび／またはブロック、および、流れ図および／またはブロック図の流れおよび／ま
たはブロックの組み合わせは、コンピュータプログラム命令によって実装可能であること
を理解されたい。これらのコンピュータプログラム命令は、流れ図の１つ以上の流れおよ
び／またはブロック図の１つ以上のブロックを実装するデバイスがコンピュータまたは他
のプログラム式データプロセッサによって操作される命令によって生成され得るように、
これらのコンピュータプログラム命令を一般的コンピュータ、特定コンピュータ、埋め込
み型プロセッサまたは機械を生成する他のプログラム式データプロセッサに提供する。
【０２２０】
　本開示は、画像を分類するための方法および装置例を説明する。実施形態例は単に本開
示を図解する目的であり、本開示の範囲を限定することは意図されていない。当業者であ
れば、ある修正および改善を加えることができ、かつ本開示の原理から逸脱することなく
本開示の擁護の下で考慮されるべきであることを理解するはずである。
【図１】 【図２】
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