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Abstract: For make smoother communication between computer and human, computer need to retain
knowledge of the human language. Concept-Base is a knowledge base that gathers such knowledge in
specified forms. In existing Concept-Base, the meanings of words (concepts) are defined by sets of words
having a relation from something as attributes. It is considers that features in images of the words are
important knowledge of the words. So this paper proposes a method of creating the Concept-Base
incorporated the image knowledge with encoding the object in images.

1 はじめに
人は，ある語から関連性のある語を連想する能力
がある．この連想能力をコンピュータに実現するこ
とができれば，人が行うような言葉の意味理解を表
現できると考えられる．これにより，言葉を理解し，
人のように返答できる会話システムの実現に役立つ
と考えられる．そのためには，コンピュータが語と
語の関連性に関する知識を大量に保持しておく必要
があり，それらを一定形式で集約し保持した知識ベ
ースとして概念ベース[1]がある．
概念ベースは複数の電子国語辞書から機械的に構
築された知識ベースであり，様々な語（概念）がそ
れを特徴付ける語（属性）とその重要性を表す数値
（重み）の対の集合により定義されている．概念ベ
ースでは，ある語が示すものが現実世界においてど
のような事物・事象であるかを概念化し，語の意味
を定義している．ここでいう意味とは，国語辞書の
語義文に示されているものだけでなく，語や文を見
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たときに人間が理解する内容の事だと考える．した
がって，語の意味を概念として本質的に捉えるため
には，語に関する様々な知識を概念知識として保持
させる必要がある．
既存の概念ベースでは語の意味を言葉のみで表現
しているが，ある語からそれに関して想起するイメ
ージ，像も重要な知識であると考えられる．たとえ
ば，人は「りんご」について理解する際，「りんご」
の像を思い浮かべて，そこから「赤い」や「丸い」
ものだと理解する．そのような画像中における物体
の特徴を概念知識として概念ベースに付与すること
で，概念は外形的な特徴に関する知識を保持するこ
とが可能となる．
そこで本稿では，語だけでなく、画像中における
物体を表現する特徴（画像知識）を取り入れた概念
ベースの構築手法を提案する．

2 概念ベース
1 章で述べたように概念ベースにおいて概念𝐴は
𝑚個の属性𝑎𝑖 と重み𝑤（>0）
の対によって定義されて
𝑖
おり，一般的には次のように表される．
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(1)
概念𝐴 = {(𝑎1 , 𝑤1 ), (𝑎2 , 𝑤2 ), ･･･, (𝑎𝑚 , 𝑤𝑚 )}
ここで，属性𝑎𝑖 を概念𝐴の一次属性と呼ぶ．属性𝑎𝑖
も概念ベースの中で 1 つの概念として定義されてい
るため，𝑎𝑖 からも同様に属性を導くことができる．𝑎𝑖
の属性𝑎𝑖𝑗 を概念𝐴の二次属性と呼ぶ．概念ベースの
例を図 1 に示す．

医者

医者, 0.36

患者, 0.21

病院, 0.10

…

医者, 0.36
患者, 0.21
病院, 0.10
:

患者, 0.21
病人, 0.23
看病, 0.11
:

病院, 0.10
医院, 0.25
手術, 0.18
:

…
…
…
:

一次属性

図 1 に示した概念「医者」の属性「医者」
，
「患者」
，
「病院」を概念「医者」の一次属性と呼ぶ．そして
属性もまた概念ベースにおいて定義されているため，
これらの一次属性を概念としてみなしさらに属性を
導くことができる．たとえば「病院」を概念とみな
すと「病院」，「医院」，「手術」といった属性が導け
る．これらを元の概念「医者」の二次属性と呼ぶ．
このように，導いた属性からさらに属性を導けるこ
とから概念ベースは n 次の属性の連鎖構造であると
いえる．

既存の概念ベースの応用として，属性を品詞や語
関係ごとに整理した概念ベース[2]（以下，構造化概
念ベース）があり，約 4 万 5 千の概念が存在する．
これは，属性を名詞，形容詞および動詞ごとに品詞
別でグループ化し，各グループの中で概念との語関
係（同義や類義など）を持たせた構造で構築された
概念ベースである．構造化概念ベースの概念の定義
と例を図 2 に示す．重みについては便宜上省略して
いる．たとえば，概念 N の属性 nsa は，概念 N と同
義関係であり名詞の属性である．図 2 では，名詞概
念の定義を示したが，形容詞概念，動詞概念も同様
の定義である．

{ nsa, nsi, nt, ni, nr, asa, asi, ao, ai, ar, vsa, vsi, vo, vi, vr }
i ：反意語
r ：共起語
o ：名詞化

sa ：同義語
si ：類義語
t ：上位語

（例） 概念「バス」= { 乗合自動車,二階建バス,…,大勢,人,大型,… }
名詞
同義

𝑢𝑖 (𝑢𝑖 ≤ 𝑣𝑗 )
𝑚𝑖𝑛(𝑢𝑖 , 𝑣𝑗 ) = {
𝑣𝑗 (𝑢𝑖 > 𝑣𝑗 )

名詞
類義

(5)

𝑎𝑖 = 𝑏𝑗 は属性同士が表記的に一致した場合を示し
ている．つまり，一致度とは概念𝐴と概念𝐵それぞれ
が持つ属性のうち，小さい方の重みを足し合わせた
ものとなる．

関連度計算方式

関連度を算出する概念同士の一次属性全ての組み
合わせに対して一致度計算を行い，一致度の高い属
性の組み合わせから順に対応を決定する．(2)式の概
念𝐴の属性順を固定した上で，一致度が最大となる
組み合わせに概念𝐵の属性を並べ替えたものを以下
のように定義する．
(6)
𝐵 = {(𝑏𝑋1 , 𝑣𝑋1 ), (𝑏𝑋2 , 𝑣𝑋2 ), ･･･, (𝑏𝑋𝑀 , 𝑣𝑋𝑀 )}
これら概念𝐴，𝐵についての関連度 𝐷𝑜𝐴(𝐴, 𝐵)を以下
の式で定義する．
𝐷𝑜𝐴(𝐴, 𝐵) = ∑ 𝐷𝑜𝑀(𝑎𝑖 , 𝑏𝑋𝑖 ) ×
𝑖

(𝑢𝑖 + 𝑣𝑋𝑖 ) 𝑚𝑖𝑛(𝑢𝑖 , 𝑣𝑋𝑖 )
×
2
𝑚𝑎𝑥(𝑢𝑖 , 𝑣𝑋𝑖 )

(7)

5 BoF による画像表現

属性

N ：名詞概念
n ：名詞属性
a ：形容詞属性
v ：動詞属性

一致度

ある概念𝐴，𝐵について，その一次属性を𝑎𝑖 ，𝑏𝑗 ，
重みを𝑢𝑖 ，𝑣𝑗 とする．それぞれが持つ属性数が L 個，
M 個（L≦M）とすると，概念𝐴，𝐵はそれぞれ
(2)
𝐴 = {(𝑎1 , 𝑢1 ), (𝑎2 , 𝑢2 ), ･･･, (𝑎𝐿 , 𝑢𝐿 )}
(3)
𝐵 = {(𝑏1 , 𝑣1 ), (𝑏2 , 𝑣2 ), ･･･, (𝑏𝑀 , 𝑣𝑀 )}
と表現される．このとき 概念𝐴 と概念𝐵 の一致度
𝐷𝑜𝑀(𝐴, 𝐵)は以下のように定義される．
𝐷𝑜𝑀(𝐴, 𝐵) = ∑𝑎𝑖 =𝑏𝑗 min(𝑢𝑖 , 𝑣𝑗 )
(4)

4.2

3 構造化概念ベース

N

関連度とは，概念ベースに定義されている概念間
の関連性を定量的に表現した値である．関連度は 0.0
から 1.0 の間で値が変動し，概念間の関連が強いほ
ど大きな値を示す．以下に関連度の算出に用いる一
致度および関連度計算方式[3]について述べる．

4.1

二次属性

図 1: 概念「医者」を二次属性まで展開した場合の例

概念

4 関連度

名詞
共起

図 2: 構造化概念ベースにおける概念の定義と例

BoF（Bag-of-Features）[4]とは，画像中の物体を認
識する物体認識の手法であり，画像を局所特徴量の
集合と見なし，画像を局所特徴量の出現頻度ヒスト
グラムとして表現する手法である．ここで局所特徴
量とは，人の顔における目や鼻といったように，あ
る物体を構成するパーツのことであり，画像中のそ
のような特徴的な部分（特徴点）を特徴ベクトルで
記述したものである．本稿では局所特徴量の記述に
SURF[5]を用いる．図 3 に BoF の例を示す．
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いないとして，その集合から削除する．
Frequency

「バス」画像のBoFヒストグラム
バ ス ={(VW 1 ,0 .3 ),( VW 2 ,0 .6 ),( V W 3 ,0 ) …}

Frequency

0.8

…
Visual Words

0.6
0.3

重 み 0 の VW 3 を 削 除

0.2
0
…

図 3: BoF による画像表現

バ ス ={(VW 1 ,0 .3 ),( VW 2 ,0 .6 ),( V W 4 ,0 .2 ) …}

VW1VW2 VW3 …

図 4: 画像 1 枚を用いた物体の符号化
具体的な手法として，事前に複数の画像から局所
特徴量を抽出し，その抽出した全ての局所特徴量を
用いてクラスタリングを行う．そして，1 枚の画像か
ら局所特徴量を抽出し，クラスタリングにより生成
された各重心に属する局所特徴量の数をヒストグラ
ムとして表現する．クラスタリングにより生成され
た各重心を Visual Words（以降，VW）と言う．VW
の数はクラスタの数に比例するため可変である．

6.2.2 画像複数枚を用いた物体の符号化
6.1 節で述べたように，1 つの物体名に対して複数
の画像が存在する．これら複数の画像から抽出した
全ての特徴を統合することで，1 つの物体が普遍的
に持つ特徴を取得することができると考えた．そこ
で，複数の画像それぞれに対して物体の符号化を行
い，各 VW に対して平均値，中央値のいずれかで統
合する．

6 画像知識を取り入れた概念ベース

6.3

本章では，画像知識を取り入れた概念ベースの構
築手法について述べる．

本節では，物体の符号化により画像知識を取得し，
それを取り入れた概念ベースの具体的な構築手法に
ついて述べる．本稿では，物体の符号化によって得
られた概念 VW を画像概念と定義し，属性中に存在
する VW を画像属性と定義する．また，画像概念お
よび画像属性との区別のために，語で定義される概
念を特に語概念と定義し，属性中に存在する語概念
を語属性と定義する．
6.3.1 語概念に対する画像属性の追加
6.2 節で述べたように，物体の符号化によって取得
した特徴は，ある物体についての画像中の特徴を表
現している．そのため，物体の符号化によって取得
した VW の集合を，画像属性として物体名に対応し
た語概念に追加する．追加する際は，構造化概念ベ
ースの概念の定義において，語属性の末尾に画像属
性として追加する．これにより，語概念に画像知識
を付与することができる．追加した画像属性に対す
る重み付け手法として言語処理の分野で用いられる
tf-idf [7]を用いる．その式を以下に示す．

6.1

画像の情報源

概念ベースに画像知識を取り入れる際の画像の情
報源として，Caltech-256[6]を使用する．本稿では，
Caltech-256 から 30 個の物体名を選出し，それぞれ
50 枚の画像を選出した．その内の 45 枚の画像を概
念ベースの構築に用いて，残りの 5 枚は後述する物
体認識システムの入力で用いた．また，30 物体各 50
枚の画像の内，45 枚の画像はランダムで選出し，5
枚は目視で選出した．

6.2

画像中における物体の符号化

BoF により画像中における物体の特徴 VW を取得
し，それを概念とみなすことで，物体を概念集合で
表現できると考えた．これにより，(1)式のように画
像中の物体を 1 つの概念として捉えることができる．
この処理を物体の符号化と定義する．
6.2.1 画像 1 枚を用いた物体の符号化
BoF によって抽出したそれぞれの VW に対して
VW1，VW2，VW3，…とラベル付けし，それぞれを
概念と定義する．また，VW の値が大きいほど画像
を強く特徴付けているという意味合いであるため，
VW の値を画像に対する重要度として捉えることが
できる．この重要度は，2 章で述べた概念ベースの構
造に当てはめると，各属性の重みと対応付けできる．
したがって，図 4 で示すように，1 枚の画像中の物
体を VW と重要度を表す重みの集合，つまり概念と
して表現することができる．ここで，重みが 0 であ
る VW は，その画像中の物体の意味特徴を表現して

構築方法

𝑤(𝑑, 𝑡) = 𝑡𝑓(𝑑, 𝑡) ∙ (log

𝑁
+ 1)
𝑑𝑓(𝑡)

(8)

𝑤(𝑑, 𝑡)は記事𝑑における索引語𝑡の重要度，𝑡𝑓(𝑑, 𝑡)は
記事𝑑における索引語𝑡の出現頻度，𝑁は記事数，𝑑𝑓(𝑡)
は索引語が出現する記事の数である．画像属性の重
み付けでは，各種 30 物体に対して物体の符号化を行
い，取得した VW と重みの集合で表現された空間を
用いる．
6.3.2 画像概念に対する画像属性の追加
物体の符号化で得られた VW を画像概念として登
録し，属性を追加する．画像概念に対する画像属性
の追加では，物体の符号化により取得した複数の物
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体名と VW の集合で表現された空間を用いる．ある
画像概念に対する画像属性として，ある物体名の中
で画像概念 VW と共に出現する VW を取得する．こ
れをすべての物体名に対して行う．図 5 に画像概念
に対する画像属性の取得の例を示す．
【物体の符号化を行った結果】

おける語属性のみの平均属性数は 24.4 個，画像属性
のみは 499.5 個，それらを合わせた平均属性数は
523.9 個となった．一方，中央値で統合化した際は，
それぞれ 24.4 個，103.7 個，128.1 個となった．図 7
に構築した概念ベースの例を示す．
【概念】
バス =｛(乗合自動車, 0.5), (二階建バス, 0.3), … ,(VW1,0.1), (VW4,0.3), …｝

バス ={(VW1,0.1), (VW4,0.3), (VW5,0.15), (VW6,0.2), …}
バイク={(VW2,0.2), (VW4,0.3), (VW6,0.02), (VW9,0.1), …}
自転車={(VW1,0.25), (VW2,0.4), (VW4,0.06), (VW6,0.1), …}
⁞
⁞

名詞
名詞
画像属性
類義
同義
⋮
VW1 =｛…,(バス, 0.1), (自動車,0.25), … ,(VW1,0.35), (VW2,0.4), (VW4,0.36),…｝

画像概念「VW1」と共起するVWを取得

⋮

VW1 = { (VW1,0.35), (VW2,0.4), (VW4,0.36), (VW5,0.15), …}
VW2 = { (VW1,25), (VW2,0.6), (VW4,0.36), (VW6,0.12), …}
⁞
⁞

名詞
共起

画像属性

図 7: 画像知識を取り入れた概念ベースの例

図 5: 画像概念に対する画像属性の取得の例
たとえば，画像概念 VW1 の画像属性として，VW1
を属性として持つ「バス」や「自転車」の VW，つま
り VW4 や VW2 を取得する．画像属性 VW4 や VW2
は，一枚の画像を形成する際に画像概念 VW1 と関
わっていると考え，それらを共起属性として取得し
た．ここで，共起関係により画像属性を取得すると，
同じ表記の VW が重複して取得される．重複した
VW は，お互いの重みを加算し統合する．追加した
画像属性の重み付け手法として前項と同様に tf-idf
を用いる．重み付けの際は，画像概念に対する画像
属性と重みの集合で表現された空間で行う．
6.3.3 画像概念に対する語属性の追加
ある画像概念に対する語属性として，画像概念
VW を属性として持つ物体名を取得する．語属性の
取得の例を図 6 に示す．
【物体の符号化を行った結果】

7 評価
画像知識を取り入れた概念ベースに対する評価と
して，物体認識により評価を行う．

7.1

評価方法

概念ベースを用いた物体認識システムを構築し，
それにより概念ベースの評価を行う．精度比較の対
象として，物体認識における既存手法であるヒスト
グラムインターセクション[8]と SVM[9]を用いる．
本評価では目視により選出した 30 物体各 5 枚の計
150 枚の画像を物体認識システムに入力し，出力さ
れた物体名が入力画像中の物体名と一致する時に正
解として，その正解率を精度とする．
7.1.1 概念ベースを用いた物体認識
画像知識を取り入れた概念ベースを用いた物体認
識システムを図 8 に示す．
入力：画像

バス ={(VW1,0.1), (VW4,0.3), (VW5,0.15), (VW6,0.2), …}
バイク={(VW2,0.2), (VW4,0.3), (VW6,0.02), (VW9,0.1), …}
自転車={(VW1,0.25), (VW2,0.4), (VW4,0.06), (VW6,0.1), …}
⁞
⁞

出力：バス（物体名）

類似度計算

VW1を属性として持つ物体を取得

={(VW1,0.2), (VW2,0.01), (VW4,0.12), …}

VW1 = { (バス,0.1), (自転車,0.25), … , (VW1,0.35), (VW2,0.4), …}
VW2 = { (バイク,0.2) , … , (VW1,0.25), (VW2,0.6), (VW4,0.36), …}
⁞
⁞

知識ベース
バス
バイク
自転車
⋮

概念ベース

図 6: 画像概念に対する語属性の取得の例
図 8: 概念ベースを用いた物体認識システム
たとえば，画像概念 VW1 の語属性として，VW1
を属性として持つ「バス」や「自転車」を取得する．
VW1 は「バス」や「自転車」の物体を表現している
一要素であるため，VW1 にとってそれらと関連性が
強いと考えた．追加した語属性の重みとして，6.3.1
項で語概念に対して画像属性に付与された重みを，
VW に対するその物体の重みとして捉え，画像概念
に対する語属性の重みとして付与する．
6.3.4 構築結果
VW の総数を 500 に設定し，物体の符号化におい
て平均値，中央値での統合それぞれに対して概念ベ
ースを構築した．平均値で統合化した概念ベースに

本システムの入力は 1 枚の画像であり，出力は物
体名である．知識ベースには複数の物体名が格納さ
れており，本稿では 30 個の物体名が存在する．入力
画像に関して物体の符号化により取得した VW の集
合を一次属性とみなすことで，1 枚の画像を概念と
みなすことができる．これにより，概念ベースを用
いて入力画像と知識ベース内の物体名について関連
度または一致度計算により類似度を算出できる．知
識ベース内の全ての物体名と入力画像との類似度を
計算し，最大値となった物体名を入力画像中に写る
物体名と判断し出力する．
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関連度の計算では，4 章の関連度計算方式と同様
の手順で行うが，属性を二次展開して一致度計算を
行う際，語属性と画像属性の数を考慮して一致度を
算出する．これにより，語と画像を考慮した計算を
行うことができる．具体的に，単に属性を重み降順
で取得し一致度の計算を行うのではなく，語属性と
画像属性それぞれを使用属性数の半数ずつ重み降順
で取得し，その属性を用いて一致度を算出する．
7.1.2 ヒストグラムインターセクション
既存研究[8]では，ヒストグラムインターセクショ
ン（以降，HI）を用いることで物体同士の類似度を
計算し，物体認識を実現している．HI とは，2 つの
ヒストグラム間の類似度を計算する方法である．以
下にその式を示す．
(9)
𝐻 = ∑𝑖 min(𝐻𝑛 (𝑖), 𝐻𝑚 (𝑖) )
𝐻𝑛 (𝑖)はヒストグラムの𝑖番目の値であり，min()は 2
つのヒストグラムの値を比較し，小さい方の値を求
める．ヒストグラムの全ての要素を合計 1.0 になる
ように正規化されているため，類似度の値は 0.0 か
ら 1.0 の実数値となる．入力画像と 30 物体各 45 枚
の計 1350 枚の全画像との HI を求め，最大値となっ
た物体名を出力する．
7.1.3 Support Vector Machine（SVM）
SVM[9]は，2 値分類問題を解くために考えられた
分類器であり，パターン認識の手法である．本稿で
は複数クラスに対応した LIBSVM[10]を用いる．本
稿における SVM を用いた物体認識では，30 物体各
45 枚の計 1350 枚の画像を用いて学習を行う．そし
て，入力画像中の物体を識別し，その物体名を出力
する．本稿では，RBF カーネル[9]を用いた．

7.2

最も高い精度となった．また，関連度計算方式より
も一致度計算を用いた手法の方が高い精度となるこ
とがわかる．さらに，関連度計算方式において，画
像属性だけでなく語属性も用いることで，画像属性
のみを用いた時よりも一部で良い結果が得られてい
る．
次に精度の高い平均値で統合化した概念ベースに
おける DoM と SVM，HI の 3 つの手法に対して，
VW の総数の変化による精度評価を行った．その結
果を図 9 に示す．
60%
50%

表 1 に評価結果を示す．物体の符号化の際に平均
値で統合化した概念ベースおよび中央値で統合化し
た概念ベースを比較している．DoM は一致度計算を
用いた手法である．DoA(I)は関連度を算出する際に
画像属性のみを用いた手法であり，DoA(I+W)は画像
属性と語属性を用いた手法である．表 1 における概
念ベースを用いた評価結果では，最大精度となった
使用属性数における結果を示す．

45.3%

42.7%

40%
30%

38.0%

20%

26.0%

49.3%

47.3%

46.7%

46.0%

DoM
SVM

38.0% 41.3%

HI

32.0%

30.0%

30.0%

300

500

700

33.3%

10%
0%

100

1000

VWの総数

図 9: VW の総数の変化による精度評価
結果から，DoM は HI よりも高い精度となった．
また，VW の総数が大きい時，DoM と SVM は同程
度の精度となり，VW の総数が小さくなるに従い，
DoM と SVM の精度の差が大きくなった．

8 考察
画像知識を取り入れた概念ベースに対して，物体
認識による評価結果についての考察を述べる．

8.1

評価結果

42.7%

使用属性数の考慮について

平均値で統合化した概念ベースを用いた際，使用
属性数を変化させた時の評価結果を図 10 に示す．
60%
DoM
50%

45.3%
DoA(I)

39.3%
40%

DoA(I+W)

30%
34.7%
20%
10%
0%

表 1: 精度評価比較（%）
DoM
45.3

平均値
DoA
DoA
(I)
(I+W)
34.7
34.7

DoM
32.7

中央値
DoA
(I)
24.0

使用属性数
500

400

300

200

100

0

図 10: 使用属性数の変化による評価結果
DoA
(I+W)
26.0

HI

SVM

30.0

41.3

表 1 の結果から，平均値で統合化した概念ベース
を用いた一致度計算手法が SVM と同程度であるが

一致度計算において使用属性数を考慮することで
精度が向上した．これは，重み上位の属性を一致度
計算に用いることで，重みの低い属性を雑音と見な
して削除することができ，雑音の影響を抑制できた
ためだと考えられる．このように，使用属性数を考
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慮することで，雑音となる属性を削除することがで
き，精度の向上を示したと考えられる．ただし，関
連度計算方式を用いた手法では，低い精度となって
いる．これは，二次属性を展開して関連度を計算し
ており，画像概念が持つ属性として相応しくない属
性が多く付与されているためであると考えられる．
したがって，概念ベースの精錬（不適切な属性の削
除および新たな重み付け）が必要となる．

8.2

VW の総数および画像の枚数について

図 9 の結果から，VW の総数が大きい時，3 つの
手法において VW の総数が小さい時よりも高い精度
を得られている．VW の総数を大きく設定すること
は，物体を表現できる特徴の幅（数）が広くなるこ
とを意味しており，それにより物体を VW により細
かく表現することができたと考えられる．一方，VW
の総数が小さいと，物体を表現できる特徴の幅が狭
くなり，物体を VW により上手く表現することが困
難になる．図 9 の結果では VW の総数が小さくなる
に従い，DoM と SVM の精度の差が大きくなる傾向
を示している．DoM の手法では，物体の符号化の際，
統合化により複数の画像から物体の代表的な特徴を
取得し，さらに使用属性数を考慮することで雑音を
除去している．これにより，物体を特徴付けること
が困難な状況であっても，上手く物体を表現する特
徴を取得できたと考えられる．
物体を特徴付けるための情報が少ない時でも
DoM による手法では上手く物体を表現できること
を検証するために，使用する画像の枚数を極端に少
ない状況で評価比較を行った．そこで，30 物体に対
して各 10 枚の画像を選出し，その内の 5 枚をランダ
ムに選出した．
その画像を概念ベース構築や SVM の
学習画像として使用し，残り 5 枚を入力画像とした．
評価結果を図 11 に示す．

現する上で厳しい環境であっても，本手法により概
念ベースにおいて物体の特徴を上手く属性として表
現することができたと考えられる．

9 むすび
本稿では，語概念のみで定義された既存の概念ベ
ースを用いて，画像知識を取り入れた概念ベースの
構築を行った．本稿の手法により構築した概念ベー
スでは，物体を表現する代表的な特徴を取得する上
で厳しい状況であっても，物体の特徴を上手く属性
として表現することができたと言える．今後は，画
像概念が持つ属性に問題があると考えられるため，
概念ベースに対して精錬を行う必要がある．
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