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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
２以上の要素を含むクラスタに関する情報である２以上のクラスタ情報が格納されるクラ
スタ情報格納部と、
前記２以上の各クラスタごとに、対応するクラスタ情報を用いて、クラスタに含まれる２
以上の各要素間の類似度を算出する要素間類似度算出部と、
前記２以上の各クラスタごとに、前記２以上の各要素間の類似度から、各クラスタの内部
全体の類似度を代表する類似度である内部類似度を算出する内部類似度算出部と、
前記内部類似度算出部が算出した内部類似度のうちの最小の類似度である最小内部類似度
と、当該最小内部類似度とは異なる情報であり、前記内部類似度算出部が算出した１以上
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の内部類似度から取得される採用内部類似度との差異に関する情報である第一評価値を算
出する第一評価値算出部と、
前記第一評価値を出力する評価値出力部とを具備するクラスタ評価装置。
【請求項２】
前記採用内部類似度は、
２番目に小さな内部類似度である請求項１記載のクラスタ評価装置。
【請求項３】
前記第一評価値は、
最小内部類似度と採用内部類似度との差である請求項１または請求項２記載のクラスタ評
価装置。
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【請求項４】
前記要素は、画像内のオブジェクトであり、
２以上の画像が格納される画像格納部と、
前記画像格納部に格納されている２以上の各画像内の１以上の要素を認識する画像認識部
と、
前記画像認識部が認識した要素であり、同一の画像内の２以上の要素が同一のクラスタに
属さない度合いに関する情報である第二評価値を算出する第二評価値算出部と、
前記第一評価値と前記第二評価値とをパラメータとする増加関数により、総合評価値を算
出する総合評価値算出部とをさらに具備し、
前記評価値出力部は、
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前記総合評価値を出力する請求項１から請求項３いずれか一項に記載のクラスタ評価装置
。
【請求項５】
前記第二評価値算出部は、
前記画像認識部が認識した要素であり、同一の画像内の２以上の要素の組み合わせである
１以上の要素組を取得し、当該１以上の各要素組が異なるクラスタに属するか同一のクラ
スタに属するかを、前記クラスタ情報格納部の２以上のクラスタ情報を用いて判断し、前
記１以上の各要素組が異なるクラスタに属する割合が大きいほど、高い評価値となる第二
評価値を算出する請求項４記載のクラスタ評価装置。
【請求項６】
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３以上の要素を３以上Ｎ（Ｎは４以上の自然数）までのクラスタ数に分類されるようにク
ラスタリングし、３以上Ｎまでのクラスタ数ごとに、２以上の各要素を含むクラスタのク
ラスタ情報の集合である２以上のクラスタ情報群を取得するクラスタリング部と、
前記２以上のクラスタ情報群ごとに、請求項１から請求項５いずれか記載のクラスタ評価
装置を動作させ、当該クラスタ評価装置が出力する第一評価値または総合評価値である評
価値を取得する制御部と、
前記制御部が取得した２以上の評価値のうちで、最も高い評価値に対応するクラスタ数で
ある最良クラスタ数を取得する最良クラスタ数取得部と、
前記最良クラスタ数を出力する最良クラスタ数出力部とを具備するクラスタ数算出装置。
【請求項７】
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２以上の画像が格納される画像格納部と、
前記画像格納部に格納されている２以上の各画像内の１以上の要素を認識し、３以上の要
素を取得する画像認識部をさらに具備し、
前記クラスタリング部が分類する３以上の要素は、前記画像認識部が取得した３以上の要
素である請求項６記載のクラスタ数算出装置。
【請求項８】
３以上の要素を３以上Ｎ（Ｎは４以上の自然数）までのクラスタ数に分類されるように、
かつ類似度の大きい要素が同一のクラスタに属するようにクラスタリングし、３以上Ｎま
でのクラスタ数ごとに、２以上の各要素を含むクラスタのクラスタ情報の集合である２以
上のクラスタ情報群を取得するクラスタリング部と、
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前記２以上のクラスタ情報群ごとに、請求項１から請求項５いずれか記載のクラスタ評価
装置を動作させ、当該クラスタ評価装置が出力する第一評価値または総合評価値である評
価値を取得する制御部と、
前記制御部が取得した２以上の評価値のうちで、最も高い評価値に対応するクラスタ情報
群である最良クラスタ情報群を取得する最良クラスタ情報群取得部と、
前記最良クラスタ情報群を出力する最良クラスタ情報群出力部とを具備するクラスタ装置
。
【請求項９】
２以上の画像が格納される画像格納部と、
前記画像格納部に格納されている２以上の各画像内の１以上の要素を認識し、３以上の要
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素を取得する画像認識部をさらに具備し、
前記クラスタリング部が分類する３以上の要素は、前記画像認識部が取得した３以上の要
素である請求項８記載のクラスタ装置。
【請求項１０】
前記画像は、写真であり、
前記要素は、人の顔である請求項９記載のクラスタ装置。
【請求項１１】
記録媒体は、
２以上の要素を含むクラスタに関する情報である２以上のクラスタ情報が格納されるクラ
スタ情報格納部を具備し、
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要素間類似度算出部、内部類似度算出部、第一評価値算出部、および評価値出力部により
実現されるクラスタ評価方法であって、
前記要素間類似度算出部が、前記２以上の各クラスタごとに、対応するクラスタ情報を用
いて、クラスタに含まれる２以上の各要素間の類似度を算出する要素間類似度算出ステッ
プと、
前記内部類似度算出部が、前記２以上の各クラスタごとに、前記２以上の各要素間の類似
度から、各クラスタの内部全体の類似度を代表する類似度である内部類似度を算出する内
部類似度算出ステップと、
前記第一評価値算出部が、前記内部類似度算出ステップで算出された内部類似度のうちの
最小の類似度である最小内部類似度と、当該最小内部類似度とは異なる情報であり、前記

20

内部類似度算出部が算出した１以上の内部類似度から取得される採用内部類似度との差異
に関する情報である第一評価値を算出する第一評価値算出ステップと、
前記評価値出力部が、前記第一評価値を出力する評価値出力ステップとを具備するクラス
タ評価装置。
【請求項１２】
コンピュータがアクセス可能な記録媒体は、
２以上の要素を含むクラスタに関する情報である２以上のクラスタ情報が格納されるクラ
スタ情報格納部を具備し、
コンピュータを、
前記２以上の各クラスタごとに、対応するクラスタ情報を用いて、クラスタに含まれる２
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以上の各要素間の類似度を算出する要素間類似度算出部と、
前記２以上の各クラスタごとに、前記２以上の各要素間の類似度から、各クラスタの内部
全体の類似度を代表する類似度である内部類似度を算出する内部類似度算出部と、
前記内部類似度算出部が算出した内部類似度のうちの最小の類似度である最小内部類似度
と、当該最小内部類似度とは異なる情報であり、前記内部類似度算出部が算出した１以上
の内部類似度から取得される採用内部類似度との差異に関する情報である第一評価値を算
出する第一評価値算出部と、
前記第一評価値を出力する評価値出力部として機能させるためのプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
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【０００１】
本発明は、写真等の分類対象を適切に分類することを支援するクラスタ評価装置等に関
するものである。
【背景技術】
【０００２】
従来、Spectral Clusteringと呼ばれる手法を用いたクラスタリング技術があった（例
えば、非特許文献１参照）。クラスタリング技術とは、写真等の分類対象を適切に分類す
る技術である。
また、従来、クラスタを形成しうる注目対象ではない要素（かかる要素をOutlierと言
う。）でも、盲目的にクラスタを形成すると考えて、それらしきものを取り除く手法（ou
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tlierが形成したクラスタを特定する方法は不詳）が提案されている（例えば、非特許文
献２参照）。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【０００３】
【非特許文献１】Stella X. Yu and Jianbo Shi, "Multiclass Spectral Clustering", I
nternational Conference on Computer Vision, pp.11‑17, October 2003.
【非特許文献２】Li, Z., Liu, J., Chen, S., Tang, X, "Noise robust spectral clust
ering," International Conference on Conputer Vision, pp.1‑8, Oct.2007.
【発明の概要】
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【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
しかしながら、従来技術においては、写真等の分類対象を適切に分類することを支援す
ることが困難であった。
【０００５】
具体的には、従来技術において、Outlierを適切に判断し、当該Outlierを取り除いたり
、適切なクラスタ数を決定したりすることが困難であった。そのために、従来技術では、
写真等の分類対象を適切に分類できなかった。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
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本第一の発明のクラスタ評価装置は、２以上の要素を含むクラスタに関する情報である
２以上のクラスタ情報が格納されるクラスタ情報格納部と、２以上の各クラスタごとに、
対応するクラスタ情報を用いて、クラスタに含まれる２以上の各要素間の類似度を算出す
る要素間類似度算出部と、２以上の各クラスタごとに、２以上の各要素間の類似度から、
各クラスタの内部全体の類似度を代表する類似度である内部類似度を算出する内部類似度
算出部と、内部類似度算出部が算出した内部類似度のうちの最小の類似度である最小内部
類似度と、最小内部類似度とは異なる情報であり、前記内部類似度算出部が算出した１以
上の内部類似度から取得される採用内部類似度との差異に関する情報である第一評価値を
算出する第一評価値算出部と、第一評価値を出力する評価値出力部とを具備するクラスタ
評価装置である。
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【０００７】
かかる構成により、写真等の分類対象を適切に分類することを支援するための、クラス
タの適切な評価が可能となる。
【０００８】
また、本第二の発明のクラスタ評価装置は、第一の発明に対して、採用内部類似度は、
２番目に小さな内部類似度であるクラスタ評価装置である。
【０００９】
かかる構成により、写真等の分類対象を適切に分類することを支援できる。
【００１０】
また、本第三の発明のクラスタ評価装置は、第一または第二の発明に対して、第一評価

40

値は、最小内部類似度と採用内部類似度との差であるクラスタ評価装置である。
【００１１】
かかる構成により、写真等の分類対象を適切に分類することを支援するための、クラス
タの適切な評価が可能となる。
【００１２】
また、本第四の発明のクラスタ評価装置は、第一から第三いずれか１つの発明に対して
、要素は、画像内のオブジェクトであり、２以上の画像が格納される画像格納部と、画像
格納部に格納されている２以上の各画像内の１以上の要素を認識する画像認識部と、画像
認識部が認識した要素であり、同一の画像内の２以上の要素が同一のクラスタに属さない
度合いに関する情報である第二評価値を算出する第二評価値算出部と、第一評価値と第二
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評価値とをパラメータとする増加関数により、総合評価値を算出する総合評価値算出部と
をさらに具備し、評価値出力部は、総合評価値を出力するクラスタ評価装置である。
【００１３】
かかる構成により、写真等の分類対象を適切に分類することを支援するための、クラス
タの適切な評価が可能となる。
【００１４】
また、本第五の発明のクラスタ評価装置は、第四の発明に対して、第二評価値算出部は
、画像認識部が認識した要素であり、同一の画像内の２以上の要素の組み合わせである１
以上の要素組を取得し、１以上の各要素組が異なるクラスタに属するか同一のクラスタに
属するかを、クラスタ情報格納部の２以上のクラスタ情報を用いて、判断し、１以上の各
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要素組が異なるクラスタに属する割合が大きいほど、高い評価値となる第二評価値を算出
するクラスタ評価装置である。
【００１５】
かかる構成により、写真等の分類対象を適切に分類することを支援するための、クラス
タの適切な評価が可能となる。
【００１６】
また、本第六の発明のクラスタ数算出装置は、３以上の要素を３以上Ｎ（Ｎは４以上の
自然数）までのクラスタ数に分類されるようにクラスタリングし、３以上Ｎまでのクラス
タ数ごとに、２以上の各要素を含むクラスタのクラスタ情報の集合である２以上のクラス
タ情報群を取得するクラスタリング部と、２以上のクラスタ情報群ごとに、クラスタ評価
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装置を動作させ、クラスタ評価装置が出力する第一評価値または総合評価値である評価値
を取得する制御部と、制御部が取得した２以上の評価値のうちで、最も高い評価値に対応
するクラスタ数である最良クラスタ数を取得する最良クラスタ数取得部と、最良クラスタ
数を出力する最良クラスタ数出力部とを具備するクラスタ数算出装置である。
【００１７】
かかる構成により、写真等の分類対象を適切に分類する場合のクラスタ数を自動的に決
定できる。
【００１８】
また、本第七の発明のクラスタ数算出装置は、第６の発明に対して、２以上の画像が格
納される画像格納部と、画像格納部に格納されている２以上の各画像内の１以上の要素を
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認識し、３以上の要素を取得する画像認識部をさらに具備し、クラスタリング部が分類す
る３以上の要素は、前記画像認識部が取得した３以上の要素であるクラスタ数算出装置で
ある。
【００１９】
かかる構成により、写真等の分類対象を適切に分類する場合のクラスタ数を自動的に決
定できる。
【００２０】
また、本第八の発明のクラスタ装置は、３以上の要素を３以上Ｎ（Ｎは４以上の自然数
）までのクラスタ数に分類されるように、かつ類似度の大きい要素が同一のクラスタに属
するようにクラスタリングし、３以上Ｎまでのクラスタ数ごとに、２以上の各要素を含む
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クラスタのクラスタ情報の集合である２以上のクラスタ情報群を取得するクラスタリング
部と、２以上のクラスタ情報群ごとに、クラスタ評価装置を動作させ、クラスタ評価装置
が出力する第一評価値または総合評価値である評価値を取得する制御部と、制御部が取得
した２以上の評価値のうちで、最も高い評価値に対応するクラスタ情報群である最良クラ
スタ情報群を取得する最良クラスタ情報群取得部と、最良クラスタ情報群を出力する最良
クラスタ情報群出力部とを具備するクラスタ装置である。
【００２１】
かかる構成により、写真等の分類対象を適切に分類できる。
【００２２】
また、本第九の発明のクラスタ装置は、第八の発明に対して、２以上の画像が格納され
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る画像格納部と、画像格納部に格納されている２以上の各画像内の１以上の要素を認識し
、３以上の要素を取得する画像認識部をさらに具備し、クラスタリング部が分類する３以
上の要素は、前記画像認識部が取得した３以上の要素であるクラスタ装置である。
【００２３】
かかる構成により、写真等の分類対象を適切に分類できる。
【００２４】
また、本第十の発明のクラスタ装置は、第八または第九の発明に対して、画像は、写真
であり、要素は、人の顔であるクラスタ装置である。
【００２５】
かかる構成により、写真内の人の顔を適切に分類できる。
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【発明の効果】
【００２６】
本発明によるクラスタ評価装置によれば、写真等の分類対象を適切に分類することを支
援できる。
【図面の簡単な説明】
【００２７】
【図１】実施の形態１におけるクラスタ評価装置１のブロック図
【図２】同クラスタ評価装置１の動作例について説明するフローチャート
【図３】同内部類似度算出処理について説明するフローチャート
【図４】同第二評価値算出処理について説明するフローチャート
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【図５】実施の形態２におけるクラスタ数算出装置２のブロック図
【図６】同クラスタ数算出装置２の動作例について説明するフローチャート
【図７】実施の形態３におけるクラスタ装置３のブロック図
【図８】同クラスタ装置３の動作について説明するフローチャート
【図９】上記実施の形態における実験の仮想データセットの詳細を示す図
【図１０】同実験結果を示す図
【図１１】同実験結果を示す図
【図１２】同実験結果を示す図
【図１３】同コンピュータシステムの概観図
【図１４】同コンピュータシステムのブロック図
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【発明を実施するための形態】
【００２８】
以下、クラスタ評価装置等の実施形態について図面を参照して説明する。なお、実施の
形態において同じ符号を付した構成要素は同様の動作を行うので、再度の説明を省略する
場合がある。
【００２９】
（実施の形態１）
本実施の形態において、２以上のクラスタに分類された情報に対して、適切な評価が行
えるクラスタ評価装置について説明する。
【００３０】
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また、本実施の形態において、２以上の要素からなる２以上のクラスタにおいて、クラ
スタ内の類似度を算出し、最小の類似度と他の１以上の類似度うちの１以上の類似度とか
ら、差に関する内部評価値を算出し、内部評価値を用いて評価することにより、２以上の
クラスタに分類された情報に対して、適切な評価が行えるクラスタ評価装置について説明
する。なお、内部評価値は、後述する第一評価値である。また、内部評価値は、例えば、
最小の類似度と２番目に小さい類似度との差異の情報である。
【００３１】
図１は、本実施の形態におけるクラスタ評価装置１のブロック図である。クラスタ評価
装置１は、受付部１０、格納部１１、処理部１２、および出力部１３を備える。
【００３２】
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格納部１１は、画像格納部１１１、およびクラスタ情報格納部１１２を備える。処理部
１２は、画像認識部１２１、要素間類似度算出部１２２、内部類似度算出部１２３、第一
評価値算出部１２４、第二評価値算出部１２５、および総合評価値算出部１２６を備える
。出力部１３は、評価値出力部１３１を備える。
【００３３】
受付部１０は、各種の指示や情報等を受け付ける。各種の指示や情報等とは、動作の開
始指示、画像、クラスタ情報等である。各種の指示や情報等の入力手段は、キーボードや
タッチパネルやマウスやメニュー画面によるもの等、何でも良い。受付部１０は、キーボ
ード等の入力手段のデバイスドライバーや、メニュー画面の制御ソフトウェア等で実現さ
れ得る。
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【００３４】
格納部１１は、各種の情報等が格納される。各種の情報等とは、例えば、後述する画像
、後述する要素、クラスタ情報、クラスタ評価装置１の処理を実現するプログラム等であ
る。
【００３５】
画像格納部１１１は、２以上の画像が格納される。画像は、例えば、写真であるが、画
像作成ソフトで作成したファイル等でも良い。画像の内容やフォーマット等は問わないこ
とは言うまでもない。なお、クラスタ評価装置１が画像格納部１１１を有する場合、クラ
スタリングの対象は画像に関する情報である。ただし、クラスタリングの対象は、画像に
関する情報でなくても良い。クラスタリングの対象は、例えば、文書、音情報、音声デー
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タ等でも良い。なお、クラスタリングの対象は、クラスタ評価の対象でもある。
【００３６】
クラスタ情報格納部１１２は、２以上のクラスタ情報が格納される。クラスタ情報は、
２以上の要素を含むクラスタに関する情報である。要素は、分類対象である。要素は、例
えば、画像内のオブジェクトである。要素は、例えば、写真内の人の顔の画像、写真、文
書ファイル等の処理対象である。処理対象とは、通常、分類対象である。また、オブジェ
クトとは、例えば、顔、人、犬や猫等の動物、自動車や建物等の静物等である。また、写
真内の人の顔の画像は、写真内の人の顔を含む矩形の領域の画像情報でも良く、写真内の
人の顔を輪郭抽出した情報でも良い。また、クラスタとは、分類のことであり、クラス、
グループと言っても良い。また、クラスタ情報は、例えば、クラスタを構成する１または
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２以上の写真でも良く、クラスタを構成する１または２以上の要素でも良く、クラスタを
構成する１または２以上の要素へのアクセスための情報でも良い。要素を含むクラスタ情
報とは、要素を識別する要素識別子を含むクラスタ情報と同意義である、と考えても良い
。
【００３７】
処理部１２は、各種の処理を行う。各種の処理とは、例えば、画像認識部１２１、要素
間類似度算出部１２２、内部類似度算出部１２３、第一評価値算出部１２４、第二評価値
算出部１２５、総合評価値算出部１２６が行う処理である。
【００３８】
画像認識部１２１は、画像格納部１１１に格納されている２以上の各画像内の１以上の

40

要素を認識する。要素の認識とは、要素の切り出し、要素に対応する領域を特定する情報
の取得である。なお、要素は、上述した通り、例えば、顔の画像部分であるが、人物全体
の画像部分、特定のオブジェクト（例えば、犬や猫等の動物、自動車など）の画像部分等
でも良い。なお、分類対象が画像に関する情報でない場合、クラスタ評価装置１は、画像
格納部１１１や画像認識部１２１は有さない。
【００３９】
要素間類似度算出部１２２は、２以上の各クラスタごとに、各クラスタ対応するクラス
タ情報を用いて、クラスタに含まれる２以上の各要素間の類似度を算出する。なお、要素
間の類似度の算出とは、例えば、２つの画像の類似度を算出すること、２つの文書の類似
度を算出すること等である。画像の類似度の算出は、例えば、画像から１以上の特徴量を
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取得し、１以上の特徴量を有する特徴量ベクトルの類似度（例えば、コサイン値）を算出
することである。また、文書の類似度の算出は、例えば、文書ベクトルを取得し、文書ベ
クトルの類似度（例えば、コサイン値）を算出することである。なお、画像の類似度や文
書の類似度を算出する処理は公知技術であるので、詳細な説明は省略する。
【００４０】
内部類似度算出部１２３は、２以上の各クラスタごとに、内部類似度を算出する。内部
類似度とは、クラスタの内部の類似度である、と言える。内部類似度は、２以上の各要素
間の類似度から取得される類似度であり、各クラスタの内部全体の類似度を代表する類似
度である。内部類似度は、２以上の各要素間の２以上の類似度から算出される値である。
【００４１】
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内部類似度算出部１２３は、例えば、クラスタ内の２以上の各要素間の１以上の類似度
を統計処理した結果である内部類似度を算出する。ここで、統計処理とは、例えば、平均
値の算出、中央値の取得、最大値の取得、最小値の取得等である。ただし、内部類似度と
は、クラスタの内部の類似度を代表する情報であれば、統計処理の内容は問わない。
【００４２】
第一評価値算出部１２４は、最小内部類似度と採用内部類似度とを用いて、最小内部類
似度と採用内部類似度との差異に関する情報である第一評価値を算出する。最小内部類似
度とは、内部類似度算出部１２３がクラスタ毎に算出した内部類似度のうちの最小の類似
度である。
【００４３】
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採用内部類似度とは、内部類似度算出部１２３がクラスタ毎に算出した１以上の内部類
似度から取得される情報である。採用内部類似度は、例えば、２番目に小さな内部類似度
である。２番目からＮ（Ｎは３以上の自然数）番目までに小さな内部類似度の平均値、２
番目からＮ（Ｎは３以上の自然数）番目までに小さな内部類似度の中央値などでも良い。
採用内部類似度は、最小内部類似度とは異なる情報である。採用内部類似度は、最小内部
類似度をも用いて算出された情報（例えば、すべての内部類似度の平均値、すべての内部
類似度の中央値など）でも良い。
【００４４】
第一評価値は、例えば、最小内部類似度と採用内部類似度との差の絶対値である。第一
評価値は、例えば、最小内部類似度と採用内部類似度との差の絶対値に係数を乗算した値
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、最小内部類似度と採用内部類似度との比などでも良い。
【００４５】
第一評価値算出部１２４は、例えば、以下の数式１により、第一評価値を算出する。な
お、第一評価値は、例えば、数式１のｆｄｉｆ（Ｋ）である。第一評価値は、例えば、最
小内部類似度と採用内部類似度（２番目に小さな内部類似度）との差の絶対値である。
【００４６】
【数１】

【００４７】
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第二評価値算出部１２５は、画像認識部１２１が認識した要素であり、同一の画像内の
２以上の要素が同一のクラスタに属さない度合いに関する情報である第二評価値を算出す
る。なお、第二評価値は、同一の画像内の２以上の要素が同一のクラスタに属する度合い
に関する情報でも良い。同一の画像内の２以上の要素が同一のクラスタに属する度合いに
関する情報は、同一の画像内の２以上の要素が同一のクラスタに属さない度合いに関する
情報である、と言える。なお、分類の対象が画像に関係しない場合、クラスタ評価装置１
は、第二評価値算出部１２５を有さない。
【００４８】
第二評価値算出部１２５は、画像認識部１２１が認識した要素であり、同一の画像内の
２以上の要素の組み合わせである１以上の要素組を取得し、１以上の各要素組が異なるク
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ラスタに属するか同一のクラスタに属するかを、クラスタ情報格納部１１２の２以上のク
ラスタ情報を用いて判断し、１以上の各要素組が異なるクラスタに属する割合が大きいほ
ど、高い評価値となる第二評価値を算出する。
【００４９】
第二評価値算出部１２５は、例えば、以下の数式２により、第二評価値（ｆｃｕｔ（Ｋ
））を算出する。
【００５０】
【数２】
10
【００５１】
数式２において、｜Ｐａｌｌ｜は、同じ写真に写った人物の組み合わせの数である。ま
た、｜Ｐｃｕｔ｜は、同じ写真に写った人物の組み合わせのうち、異なるクラスタに属し
ている数である。
【００５２】
第二評価値算出部１２５は、同一の画像内の２以上の要素の組み合わせの数と、１以上
の各要素組が異なるクラスタに属する数との比を第二評価値（ｆｃｕｔ（Ｋ））として算
出する。
【００５３】
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総合評価値算出部１２６は、第一評価値と第二評価値とを用いて、総合評価値を算出す
る。総合評価値算出部１２６は、通常、第一評価値と第二評価値とをパラメータとする増
加関数により、総合評価値を算出する。なお、分類の対象が画像に関係しない場合、クラ
スタ評価装置１は、総合評価値算出部１２６を有さない。
【００５４】
総合評価値は、例えば、「第一評価値×第二評価値」、第一評価値と第二評価値との平
均値、第一評価値と第二評価値のうちの最大値、第一評価値と第二評価値のうちの最小値
等である。
【００５５】
総合評価値算出部１２６は、例えば、以下の数式３により、総合評価値（ｆ（Ｋ））
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を算出する。
【００５６】
【数３】

【００５７】
出力部１３は、各種の情報を出力する。各種の情報とは、例えば、第一評価値、第二評
価値、総合評価値等である。なお、分類の対象が画像に関係しない場合、出力部１３は、
第一評価値を出力する。
【００５８】
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ここで、出力とは、ディスプレイへの表示、プロジェクターを用いた投影、プリンタで
の印字、音出力、外部の装置への送信、記録媒体への蓄積、他の処理装置や他のプログラ
ムなどへの処理結果の引渡しなどを含む概念である。
【００５９】
評価値出力部１３１は、第一評価値を出力する。また、評価値出力部１３１は、総合
評価値を出力しても良い。
【００６０】
格納部１１、画像格納部１１１、およびクラスタ情報格納部１１２は、不揮発性の記録
媒体が好適であるが、揮発性の記録媒体でも実現可能である。
【００６１】
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格納部１１等に情報が記憶される過程は問わない。例えば、記録媒体を介して情報が格
納部１１等で記憶されるようになってもよく、通信回線等を介して送信された情報が格納
部１１等で記憶されるようになってもよく、あるいは、入力デバイスを介して入力された
情報が格納部１１等で記憶されるようになってもよい。
【００６２】
処理部１２、画像認識部１２１、要素間類似度算出部１２２、内部類似度算出部１２３
、第一評価値算出部１２４、第二評価値算出部１２５、および総合評価値算出部１２６は
、通常、ＭＰＵやメモリ等から実現され得る。処理部１２等の処理手順は、通常、ソフト
ウェアで実現され、当該ソフトウェアはＲＯＭ等の記録媒体に記録されている。但し、ハ
ードウェア（専用回路）で実現しても良い。
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【００６３】
出力部１３、評価値出力部１３１は、ディスプレイやスピーカー等の出力デバイスを含
むと考えても含まないと考えても良い。出力部１３等は、出力デバイスのドライバーソフ
トまたは、出力デバイスのドライバーソフトと出力デバイス等で実現され得る。
【００６４】
次に、クラスタ評価装置１の動作例について、図２のフローチャートを用いて説明する
。
【００６５】
（ステップＳ２０１）処理部１２は、カウンタｉに１を代入する。
【００６６】
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（ステップＳ２０２）処理部１２は、クラスタ情報格納部１１２に、ｉ番目のクラスタ
情報が存在するか否かを判断する。ｉ番目のクラスタ情報が存在すればステップＳ２０３
に行き、ｉ番目のクラスタ情報が存在しなければステップＳ２０５に行く。
【００６７】
（ステップＳ２０３）内部類似度算出部１２３は、ｉ番目のクラスタ情報に対応する内
部類似度を算出し、図示しないバッファに一時蓄積する。内部類似度算出処理について、
図３のフローチャートを用いて説明する。
【００６８】
（ステップＳ２０４）処理部１２は、カウンタｉを１、インクリメントする。
【００６９】
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（ステップＳ２０５）第一評価値算出部１２４は、ステップＳ２０３で算出された２以
上の内部類似度のうち、最小の類似度を示す最小内部類似度を取得する。
【００７０】
（ステップＳ２０６）第一評価値算出部１２４は、ステップＳ２０３で算出された２以
上の内部類似度のうちで最小内部類似度を除く、１以上の内部類似度を用いて、採用内部
類似度を取得する。第一評価値算出部１２４は、例えば、２番目に小さな内部類似度を取
得する。
【００７１】
（ステップＳ２０７）第一評価値算出部１２４は、ステップＳ２０５で取得した最小内
部類似度と、ステップＳ２０６で取得した採用内部類似度とを用いて、第一評価値を算出

40

する。
【００７２】
（ステップＳ２０８）第二評価値算出部１２５は、第二評価値を算出する。第二評価値
算出処理について、図４のフローチャートを用いて説明する。
【００７３】
（ステップＳ２０９）総合評価値算出部１２６は、第一評価値と第二評価値とを用いて
、総合評価値を算出する。
【００７４】
（ステップＳ２１０）評価値出力部１３１は、評価値を出力する。処理を終了する。こ
こで出力される評価値は、通常、総合評価値である。ただし、第一評価値または／および
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第二評価値を算出しても良い。なお、評価値出力部１３１は、総合評価値を出力しなくて
も良い。かかる場合、ステップＳ２０８、Ｓ２０９は存在しなくても良い。
【００７５】
次に、ステップＳ２０３の内部類似度算出処理の例について、図３のフローチャートを
用いて説明する。
【００７６】
（ステップＳ３０１）要素間類似度算出部１２２は、カウンタｉに１を代入する。
【００７７】
（ステップＳ３０２）要素間類似度算出部１２２は、着目しているクラスタ内にｉ番目
の要素が存在するか否かを判断する。ｉ番目の要素が存在する場合はステップＳ３０３に

10

行き、ｉ番目の要素が存在しない場合はステップＳ３０８に行く。
【００７８】
（ステップＳ３０３）要素間類似度算出部１２２は、カウンタｊにｉ＋１を代入する。
【００７９】
（ステップＳ３０４）要素間類似度算出部１２２は、着目しているクラスタ内にｊ番目
の要素が存在するか否かを判断する。ｊ番目の要素が存在する場合はステップＳ３０５に
行き、ｊ番目の要素が存在しない場合はステップＳ３０７に行く。
【００８０】
（ステップＳ３０５）要素間類似度算出部１２２は、ｉ番目の要素とｊ番目の要素との
類似度を取得し、図示しないバッファに一時蓄積する。なお、例えば、要素間類似度算出
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部１２２は、ｉ番目の要素の特徴ベクトルとｊ番目の要素の特徴ベクトルを取得する。そ
して、要素間類似度算出部１２２は、取得した２つの特徴ベクトルの類似度を算出する。
【００８１】
（ステップＳ３０６）要素間類似度算出部１２２は、カウンタｊを１、インクリメント
する。ステップＳ３０４に戻る。
【００８２】
（ステップＳ３０７）要素間類似度算出部１２２は、カウンタｉを１、インクリメント
する。ステップＳ３０２に戻る。
【００８３】
（ステップＳ３０８）内部類似度算出部１２３は、ステップＳ３０５で取得された１ま

30

たは２以上の類似度を用いて、内部類似度を算出する。上位処理にリターンする。なお、
内部類似度算出部１２３は、例えば、ステップＳ３０５で取得された１または２以上の類
似度の平均値を内部類似度として取得しても良い。また、内部類似度算出部１２３は、数
式１で示した正規化密度の考え方を用いて、内部類似度を算出しても良い。かかる場合、
例えば、「内部類似度＝（着目しているクラスタ内の各要素の類似度の平均値）／（着目
しているクラスタ内の各要素と全要素との間の類似度の平均値）」である。
【００８４】
次に、ステップＳ２０８の第二評価値算出処理について、図４のフローチャートを用い
て説明する。
【００８５】

40

（ステップＳ４０１）処理部１２は、初期化を行う。具体的には、処理部１２は、カウ
ンタｉに１を代入し、変数ａｌｌに０を代入し、変数ｃｕｔに０を代入する。
【００８６】
（ステップＳ４０２）処理部１２は、画像格納部１１１にｉ番目の画像が存在するか否
かを判断する。ｉ番目の画像が存在する場合はステップＳ４０３に行き、ｉ番目の画像が
存在しない場合はステップＳ４１１に行く。
【００８７】
（ステップＳ４０３）画像認識部１２１は、ｉ番目の画像に対して、画像認識処理を行
い、要素（例えば、顔の画像）を認識する。なお、要素の認識とは、例えば、要素の取得
、要素の領域を特定する情報の取得等である。
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【００８８】
（ステップＳ４０４）第二評価値算出部１２５は、カウンタｊに１を代入する。
【００８９】
（ステップＳ４０５）第二評価値算出部１２５は、ステップＳ４０３で認識された１以
上の要素の中に、ｊ番目のペア（要素の対）が存在するか否かを判断する。ｊ番目のペア
が存在する場合はステップＳ４０６に行き、存在しない場合はステップＳ４１０に行く。
【００９０】
（ステップＳ４０６）第二評価値算出部１２５は、変数ａｌｌに１を加算する。
【００９１】
（ステップＳ４０７）第二評価値算出部１２５は、ｊ番目のペアを構成する２つの要素

10

が異なるクラスタに属するか否かを、クラスタ情報格納部１１２のクラスタ情報を参照し
、判断する。異なるクラスタに属する場合はステップＳ４０８に行き、同じクラスタに属
する場合はステップＳ４０９に行く。
【００９２】
（ステップＳ４０８）第二評価値算出部１２５は、変数ｃｕｔに１を加算する。
【００９３】
（ステップＳ４０９）第二評価値算出部１２５は、ｊをインクリメントする。ステップ
Ｓ４０５に戻る。
【００９４】
（ステップＳ４１０）処理部１２は、ｉをインクリメントする。ステップＳ４０２に戻

20

る。
【００９５】
（ステップＳ４１１）第二評価値算出部１２５は、第二評価値を算出する。第二評価値
算出部１２５は、変数ａｌｌと変数ｃｕｔの値を用いて、第二評価値を算出する。例えば
、第二評価値算出部１２５は、変数ａｌｌをパラメータとする減少関数であり、変数ｃｕ
ｔをパラメータとする増加関数を用いて、第二評価値を算出す。第二評価値算出部１２５
は、例えば、関数「第二評価値＝ｃｕｔ／ａｌｌ」により、第二評価値を算出する。
【００９６】
以上、本実施の形態によれば、クラスタの適切な評価が可能となる。そして、クラスタ
の適切な評価を用いて、写真等の分類対象を適切に分類することが可能となる。
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【００９７】
なお、
本実施の形態における処理は、ソフトウェアで実現しても良い。そして、このソフトウェ
アをソフトウェアダウンロード等により配布しても良い。また、このソフトウェアをＣＤ
−ＲＯＭなどの記録媒体に記録して流布しても良い。なお、このことは、本明細書におけ
る他の実施の形態においても該当する。なお、本実施の形態におけるクラスタ評価装置１
を実現するソフトウェアは、以下のようなプログラムである。つまり、このプログラムは
、記録媒体は、２以上の要素を含むクラスタに関する情報である２以上のクラスタ情報が
格納されるクラスタ情報格納部を具備し、コンピュータを、前記２以上の各クラスタごと
に、対応するクラスタ情報を用いて、クラスタに含まれる２以上の各要素間の類似度を算
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出する要素間類似度算出部と、前記２以上の各クラスタごとに、前記２以上の各要素間の
類似度から、各クラスタの内部全体の類似度を代表する類似度である内部類似度を算出す
る内部類似度算出部と、前記内部類似度算出部が算出した内部類似度のうちの最小の類似
度である最小内部類似度と、当該最小内部類似度とは異なる情報であり、前記内部類似度
算出部が算出した１以上の内部類似度から取得される採用内部類似度との差異に関する情
報である第一評価値を算出する第一評価値算出部と、前記第一評価値を出力する評価値出
力部として機能させるためのプログラムである。
【００９８】
上記プログラムにおいて、前記採用内部類似度は、２番目に小さな内部類似度であるも
のとして、コンピュータを機能させるプログラムであることは好適である。
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【００９９】
上記プログラムにおいて、前記第一評価値は、最小内部類似度と採用内部類似度との差
であるものとして、コンピュータを機能させるプログラムであることは好適である。
【０１００】
上記の記録媒体は、前記要素は、画像内のオブジェクトであり、２以上の画像が格納さ
れる画像格納部をさらに具備し、上記プログラムにおいて、前記画像格納部に格納されて
いる２以上の各画像内の１以上の要素を認識する画像認識部と、前記画像認識部が認識し
た要素であり、同一の画像内の２以上の要素が同一のクラスタに属さない度合いに関する
情報である第二評価値を算出する第二評価値算出部と、前記第一評価値と前記第二評価値
とをパラメータとする増加関数により、総合評価値を算出する総合評価値算出部として、

10

コンピュータをさらに機能させ、前記評価値出力部は、前記総合評価値を出力するものと
して、コンピュータを機能させるプログラムであることは好適である。
【０１０１】
上記プログラムにおいて、前記第二評価値算出部は、前記画像認識部が認識した要素で
あり、同一の画像内の２以上の要素の組み合わせである１以上の要素組を取得し、当該１
以上の各要素組が異なるクラスタに属するか同一のクラスタに属するかを、前記クラスタ
情報格納部の２以上のクラスタ情報を用いて、判断し、前記１以上の各要素組が異なるク
ラスタに属する割合が大きいほど、高い評価値となる第二評価値を算出するものとして、
コンピュータを機能させるプログラムであることは好適である。
【０１０２】

20

（実施の形態２）
本実施の形態において、実施の形態１で説明したクラスタ評価装置１を用いたクラスタ
数算出装置について説明する。クラスタ数算出装置は、クラスタ評価装置１が出力する評
価値を使用して、最も高い評価値に対応するクラスタ数である最良クラスタ数を取得する
。
【０１０３】
図５は、本実施の形態におけるクラスタ数算出装置２と、実施の形態１で説明したクラ
スタ評価装置１とを具備する情報システムのブロック図である。
【０１０４】
クラスタ数算出装置２は、格納部２１、処理部２２、および出力部２３を備える。格納
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部２１は、画像格納部１１１を備える。処理部２２は、画像認識部１２１、クラスタリン
グ部２２２、制御部２２３、および最良クラスタ数取得部２２４を備える。出力部２３は
、最良クラスタ数出力部２３１を備える。なお、クラスタ評価装置１は、クラスタ評価装
置１を含んでいても良い。また、クラスタリングの対象が画像に関する情報でない場合、
クラスタ数算出装置２は、画像格納部１１１や画像認識部１２１を有さない。
【０１０５】
格納部２１は、各種の情報が格納される。各種の情報とは、例えば、１または２以上の
画像である。
【０１０６】
処理部２２は、各種の処理を行う。各種の処理とは、例えば、画像認識部１２１、クラ
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スタリング部２２２、制御部２２３、最良クラスタ数取得部２２４等が行う処理である。
【０１０７】
クラスタリング部２２２は、３以上の要素を３以上Ｎ（Ｎは４以上の自然数）までのク
ラスタ数に分類されるようにクラスタリングし、３以上Ｎまでのクラスタ数ごとに、２以
上の各要素を含むクラスタのクラスタ情報の集合である２以上のクラスタ情報群を取得す
る。なお、Ｎは、通常、予め決められている。しかし、Ｎは、動的にユーザから与えられ
たり、外部の装置から取得したりされても良い。また、クラスタ数が決まっている状況で
、情報をクラスタリングする技術は公知技術であるので、詳細な説明を省略する。ここで
、情報とは、上述した要素である。また、クラスタリング部２２２は、通常、クラスタ数
ｉを初期値（通常、２であるがＮ未満の自然数であれば良い。）からＮまで変更しながら
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、クラスタ数ごとに、３以上の要素を分類し、ｉのクラスタに分類されたクラスタ情報群
を取得する。クラスタ情報は、クラスタを識別するクラスタ識別子と１以上の要素の集合
である。また、クラスタ情報は、クラスタを識別するクラスタ識別子と要素の識別子であ
る１以上の要素識別子の集合でも良い。なお、クラスタリング部２２２が分類する３以上
の要素は、例えば、画像認識部１２１が認識し、取得した３以上の要素である。
【０１０８】
制御部２２３は、クラスタ評価装置１を動作させ、クラスタ評価装置１が出力する評価
値を取得する。クラスタ評価装置１が出力する評価値は、通常、総合評価値であるが、第
一評価値でも良い。
【０１０９】

10

また、制御部２２３は、クラスタ評価装置１に、クラスタリング部２２２が取得した２
以上の各クラスタ情報群を与える。そして、制御部２２３は、クラスタ評価装置１から、
クラスタ情報群ごとに、クラスタ評価装置１から評価値を得る。なお、制御部２２３がク
ラスタ評価装置１に与えるクラスタ情報群は、クラスタ評価装置１のクラスタ情報格納部
１１２に、例えば、一時的に格納される。また、制御部２２３は、クラスタ数、クラスタ
情報群、および評価値を、図示しないバッファ等に一時的に蓄積する等しても良い。
【０１１０】
最良クラスタ数取得部２２４は、制御部２２３が取得した２以上の評価値のうちで、最
も高い評価値に対応するクラスタ数である最良クラスタ数を取得する。
【０１１１】

20

出力部２３は、各種の情報を取得する。各種の情報とは、例えば、最良クラスタ数であ
る。
【０１１２】
最良クラスタ数出力部２３１は、最良クラスタ数取得部２２４が取得した最良クラスタ
数を出力する。
【０１１３】
格納部２１は、不揮発性の記録媒体が好適であるが、揮発性の記録媒体でも実現可能で
ある。格納部２１に情報が記憶される過程は問わない。例えば、記録媒体を介して情報が
格納部２１で記憶されるようになってもよく、通信回線等を介して送信された情報が格納
部２１で記憶されるようになってもよく、あるいは、入力デバイスを介して入力された情
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報が格納部２１で記憶されるようになってもよい。
【０１１４】
処理部２２、画像認識部１２１、クラスタリング部２２２、制御部２２３、および最良
クラスタ数取得部２２４は、通常、ＭＰＵやメモリ等から実現され得る。処理部２２等の
処理手順は、通常、ソフトウェアで実現され、当該ソフトウェアはＲＯＭ等の記録媒体に
記録されている。但し、ハードウェア（専用回路）で実現しても良い。
【０１１５】
出力部２３、および最良クラスタ数出力部２３１は、ディスプレイやスピーカー等の出
力デバイスを含むと考えても含まないと考えても良い。出力部２３等は、出力デバイスの
ドライバーソフトまたは、出力デバイスのドライバーソフトと出力デバイス等で実現され
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得る。
【０１１６】
次に、クラスタ数算出装置２の動作例について、図６のフローチャートを用いて説明す
る。
【０１１７】
（ステップＳ６０１）画像認識部１２１は、カウンタｉに１を代入する。
【０１１８】
（ステップＳ６０２）画像認識部１２１は、画像格納部１１１にｉ番目の画像が存在す
るか否かを判断する。ｉ番目の画像が存在する場合はステップＳ６０３に行き、ｉ番目の
画像が存在しない場合はステップＳ６０５に行く。
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【０１１９】
（ステップＳ６０３）画像認識部１２１は、画像格納部１１１のｉ番目の画像に対して
、画像認識処理を行い、要素を認識し、認識結果を格納部２１に少なくとも一時蓄積する
。なお、認識結果とは、例えば、要素そのもの、要素の領域を特定する情報等である。
【０１２０】
（ステップＳ６０４）画像認識部１２１は、ｉをインクリメントする。ステップＳ６０
２に戻る。
【０１２１】
（ステップＳ６０５）クラスタリング部２２２は、カウンタｊに初期クラスタ数を代入
する。初期クラスタ数とは、通常、予め決められている数であり、要素を分類する最低数

10

のクラスタ数である。初期クラスタ数は、例えば、２である。
【０１２２】
（ステップＳ６０６）クラスタリング部２２２は、ｊが最大クラスタ数Ｎ以下であるか
否かを判断する。ｊが最大クラスタ数Ｎ以下である場合はステップＳ６０７に行き、ｊが
最大クラスタ数Ｎより大きい場合はステップＳ６１２に行く。なお、最大クラスタ数Ｎは
、通常、予め決められている数であり、要素を分類する最大数のクラスタ数である。Ｎは
、例えば、１００である。
【０１２３】
（ステップＳ６０７）クラスタリング部２２２は、格納部２１に格納されている２以上
の要素を、ｊのクラスタに分類する。
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【０１２４】
（ステップＳ６０８）制御部２２３は、ステップＳ６０７で分類されたｊのクラスタの
クラスタ情報群をクラスタ評価装置１に与え、クラスタ評価装置１を動作させる。
【０１２５】
（ステップＳ６０９）制御部２２３は、ｊのクラスタの評価値をクラスタ評価装置１か
ら取得する。
【０１２６】
（ステップＳ６１０）制御部２２３は、クラスタ数ｊとステップＳ６０９で取得した評
価値とを対応付けて図示しないバッファに一時蓄積する。なお、ここで、制御部２２３は
、ステップＳ６０７で取得されたｊのクラスタのクラスタ情報群をも、ｊに対応付けて図
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示しないバッファに一時蓄積しても良い。
【０１２７】
（ステップＳ６１１）クラスタリング部２２２は、ｊをインクリメントする。ステップ
Ｓ６０６に戻る。
【０１２８】
（ステップＳ６１２）最良クラスタ数取得部２２４は、ステップＳ６１０で一時蓄積さ
れた評価値の中で最良の評価値に対応するクラスタ数ｊを取得する。
【０１２９】
（ステップＳ６１３）最良クラスタ数出力部２３１は、ステップＳ６１２で取得された
最良クラスタ数ｊを出力する。処理を終了する。
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【０１３０】
なお、図６のフローチャートにおいて、分類対象の要素が予め格納されていても良い。
かかる場合、ステップＳ６０１からステップＳ６０４は不要である。
【０１３１】
以上、本実施の形態によれば、写真等の分類対象を適切に分類する場合のクラスタ数を
自動的に決定できる。
【０１３２】
なお、本実施の形態におけるクラスタ数算出装置２を実現するソフトウェアは、以下の
ようなプログラムである。つまり、コンピュータを、３以上の要素を３以上Ｎ（Ｎは４以
上の自然数）までのクラスタ数に分類されるようにクラスタリングし、３以上Ｎまでのク
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ラスタ数ごとに、２以上の各要素を含むクラスタのクラスタ情報の集合である２以上のク
ラスタ情報群を取得するクラスタリング部と、前記２以上のクラスタ情報群ごとに、クラ
スタ評価装置を動作させ、当該クラスタ評価装置が出力する第一評価値または総合評価値
である評価値を取得する制御部と、前記制御部が取得した２以上の評価値のうちで、最も
高い評価値に対応するクラスタ数である最良クラスタ数を取得する最良クラスタ数取得部
と、前記最良クラスタ数を出力する最良クラスタ数出力部とを具備するクラスタ数算出装
置として機能させるためのプログラムである。
【０１３３】
また、コンピュータがアクセス可能な記録媒体は、２以上の画像が格納される画像格納
部を具備し、上記のプログラムは、コンピュータを、前記画像格納部に格納されている２
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以上の各画像内の１以上の要素を認識する画像認識部としてさらに機能させ、前記クラス
タリング部が分類する３以上の要素は、前記画像認識部が取得した３以上の要素であるも
のとして、コンピュータを機能させるプログラムであることは好適である。
【０１３４】
（実施の形態３）
本実施の形態において、クラスタ評価装置１を用いたクラスタ装置について説明する。
クラスタ装置は、クラスタ評価装置１が出力する評価値を使用して、最も高い評価値に対
応するクラスタ情報群である最良クラスタ情報群を取得する。
【０１３５】
図７は、本実施の形態におけるクラスタ装置３のブロック図である。
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【０１３６】
クラスタ装置３は、格納部２１、処理部３２、および出力部３３を備える。処理部３２
は、画像認識部１２１、クラスタリング部２２２、制御部２２３、および最良クラスタ情
報群取得部３２４を備える。出力部３３は、最良クラスタ情報群出力部３３１を備える。
【０１３７】
処理部３２は、各種の処理を行う。各種の処理とは、例えば、画像認識部１２１、クラ
スタリング部２２２、制御部２２３、最良クラスタ情報群取得部３２４等が行う処理であ
る。
【０１３８】
最良クラスタ情報群取得部３２４は、制御部２２３が取得した２以上の評価値のうちで
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、最も高い評価値に対応するクラスタ情報群である最良クラスタ情報群を取得する。
【０１３９】
出力部３３は、各種の情報を出力する。各種の情報とは、例えば、最良クラスタ情報群
である。
【０１４０】
最良クラスタ情報群出力部３３１は、最良クラスタ情報群を出力する。
【０１４１】
処理部３２、および最良クラスタ情報群取得部３２４は、通常、ＭＰＵやメモリ等から
実現され得る。処理部３２等の処理手順は、通常、ソフトウェアで実現され、当該ソフト
ウェアはＲＯＭ等の記録媒体に記録されている。但し、ハードウェア（専用回路）で実現
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しても良い。
【０１４２】
出力部３３、および最良クラスタ情報群出力部３３１は、ディスプレイやスピーカー等
の出力デバイスを含むと考えても含まないと考えても良い。出力部３３等は、出力デバイ
スのドライバーソフトまたは、出力デバイスのドライバーソフトと出力デバイス等で実現
され得る。
【０１４３】
次に、クラスタ装置３の動作について、図８のフローチャートを用いて説明する。図８
のフローチャートにおいて、図６のフローチャートと同一のステップについて説明を省略
する。
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【０１４４】
（ステップＳ８０１）制御部２２３は、クラスタ数ｊと、ステップＳ６０７で取得され
たｊのクラスタのクラスタ情報群と、ステップＳ６０９で取得した評価値とを対応付けて
図示しないバッファに一時蓄積する。
【０１４５】
（ステップＳ８０２）最良クラスタ情報群取得部３２４は、制御部２２３が取得した２
以上の評価値のうちで、最も高い評価値に対応するクラスタ情報群である最良クラスタ情
報群を取得する。
【０１４６】
（ステップＳ８０３）最良クラスタ情報群出力部３３１は、ステップＳ８０２で取得さ
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れた最良クラスタ情報群を出力する。処理を終了する。
【０１４７】
なお、図８のフローチャートにおいて、分類対象の要素が予め格納されていても良い。
かかる場合、ステップＳ６０１からステップＳ６０４は不要である。
【０１４８】
以上、本実施の形態によれば、写真等の分類対象を適切に分類できる。
【０１４９】
なお、本実施の形態におけるクラスタ装置３を実現するソフトウェアは、以下のような
プログラムである。つまり、このプログラムは、コンピュータを、３以上の要素を３以上
Ｎ（Ｎは４以上の自然数）までのクラスタ数に分類されるように、かつ類似度の大きい要
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素が同一のクラスタに属するようにクラスタリングし、３以上Ｎまでのクラスタ数ごとに
、２以上の各要素を含むクラスタのクラスタ情報の集合である２以上のクラスタ情報群を
取得するクラスタリング部と、前記２以上のクラスタ情報群ごとに、クラスタ評価装置を
動作させ、当該クラスタ評価装置が出力する第一評価値または総合評価値である評価値を
取得する制御部と、前記制御部が取得した２以上の評価値のうちで、最も高い評価値に対
応するクラスタ情報群である最良クラスタ情報群を取得する最良クラスタ情報群取得部と
、前記最良クラスタ情報群を出力する最良クラスタ情報群出力部として機能させるための
プログラムである。
【０１５０】
また、コンピュータがアクセス可能な記録媒体は、２以上の画像が格納される画像格納
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部を具備し、上記のプログラムは、コンピュータを、前記画像格納部に格納されている２
以上の各画像内の１以上の要素を認識する画像認識部としてさらに機能させ、前記クラス
タリング部が分類する３以上の要素は、前記画像認識部が取得した３以上の要素であるも
のとして、コンピュータを機能させるプログラムであることは好適である。
［実験について］
【０１５１】
以下、上記実施の形態におけるクラスタ評価装置１、クラスタ数算出装置２，およびク
ラスタ装置３の実験結果について説明する。本実験での処理対象は写真であり、分類対象
は写真内の人物の顔画像である。
【０１５２】
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本実験では、主要人物の人数が変化しても、上記実施の形態における手法（提案手法）
が有用であることを検証するために、写真群に写っている主要人物の人数を変化させた仮
想データセットを用いて実験を行った。また、実環境のデータに対しても提案手法が有用
であることを検証するために、写真共有サイトから実際に存在する写真群を用いて実験を
行った。さらに具体的には、本実験において、Ｗｅｂ上から著名人の顔画像を１万枚以上
も集めた、写真共有サイト「Labeled Faces in the Wild (URL)http://vis‑www.cs.umass
.edu/lfw/」のデータセットから無作為に選んだ人物で、主要人物の人数が３，５，１０
、１５人の仮想的な写真群データを作成し、ノイズとなる非顔画像を別途付加して評価用
データセットを作成した。仮想データセットの詳細について、図９に示す。図９において
、主要人物を３、５、１０、１５人と変化させて実行を行ったことを示す。また、一人あ
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たりの顔画像は３０枚用意した。また、非主要人物の顔画像も３０枚用意した。従って、
全ての顔画像の枚数は、主要人物が３人の場合は「１２０枚」、５人の場合は「１８０枚
」、１０人の場合は「３３０枚」、１５人の場合は「４８０枚」となる。また、各人物と
同一写真に写る回数を５回、とした。また、同一写真に写った全ての顔の組み合わせは、
主要人物が３人の場合は「１５」、５人の場合は「５０」、１０人の場合は「２２５」、
１５人の場合は「５２５」とした。さらに、実験でのデータ数を増加させるために、５セ
ット用意した。
【０１５３】
また、本実験において、以下の実験方法を採った。上述した写真から、クラスタ装置３
の画像認識部１２１は、顔検出技術によって写真に写っている人物の顔画像を得た。顔画
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像は，ある人物の顔の領域が矩形で切り出されたものである。本実験では、画像認識部１
２１は、OKAOvision「http://www.omron.co.jp/ecb/products/mobile/.（参照）」の機能
の一つである顔検出機能により実現した。
【０１５４】
また、クラスタリング部２２２は、以下のように、得られた顔画像の間の類似度を重み
とした隣接行列を作成した。つまり、クラスタリング部２２２は、得られた顔画像から，
各顔画像の特徴ベクトルを取得し、当該特徴ベクトルをもとに顔間の類似度を算出した。
本実験では、上述したOKAOvisionの機能の一つである顔認識を用いて顔間の類似度を算出
した。つまり、クラスタリング部２２２は、OKAOvisionの顔認識機能を用いて実現した。
なお、クラスタリング部２２２における顔認識による類似度の計算は、顔の目や口の端点
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を特徴点として定義し、特徴点をノードとすることで顔グラフを表現した。そして、その
グラフの各ノードは、特徴点周辺から抽出されるガボール特徴量を持つ。また、クラスタ
リング部２２２は、ガボール特徴量を、画像とガボールフィルタの畳み込み演算を行うガ
ボールウェーブレット変換によって抽出した。そして、クラスタリング部２２２は、抽出
したガボール特徴量と個人の顔グラフとの相関を求めることにより、類似度を算出した。
なお、本方法は、他の手法よりも個人識別精度が高い。
【０１５５】
そして、本実験において、クラスタリング部２２２は、算出した類似度を用いて、顔画
像をクラスタリングした。
【０１５６】
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本実験において、上述したクラスタ評価装置１、クラスタ数算出装置２、およびクラス
タ装置３の手法である提案手法と、下記の２つの従来手法（従来手法１、従来手法２）と
を比較した。従来手法１は、「T. Uno "An efficient algorithm for enumeraVng pseudo
cliques " , Algorithmica 2010」に記載されている手法である。従来手法１は、部分グ
ラフ内に張っているリンクの重み密度がしきい値以上の部分グラフを発見する手法である
。従来手法１は、クラスタ内の類似度のみを考慮する手法である。また、従来手法２は、
「M.E.Newman, "Modularity and community structure in networks", PNAS 2006」に記
載されている手法である。従来手法２は、outlier を考慮しないでクラスタ数自動決定を
行い、グラフをクラスタリングする手法である。また、本実験において、提案手法は、ク
ラスタ数が未知の提案手法（未知）と、クラスタ数が既知の提案手法（既知）の２つの場
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合を適宜用いた。
【０１５７】
上記の状況において、以下の３つの実験結果について説明する。
（実験１）
【０１５８】
実験１では、上述した写真において、主要人物の人数を３、５、１０、１５人と変えな
がら、主要人物の人数を推定する実験を行った。主要人物の人数を推定する実験は、画像
内の顔画像をクラスタリングする際のクラスタ数を決定する実験と言える。本実験は、ク
ラスタ数算出装置２を用いて行った。なお、主要人物の人数がクラスタ数に近いほど高い
評価となる。
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【０１５９】
その結果を図１０に示す。図１０の３つの各手法の結果は、クラスタ数と主要人物の人
数との差を示している。主要人物の人数が３人の場合は、提案手法（未知）での誤差は０
．０であり、従来手法（１）（２）を上回っている。さらに、主要人物の人数が１５人の
場合、提案手法（未知）での誤差は２．６であり、従来手法（１）（２）を大きく上回っ
ている。
（実験２）
【０１６０】
実験２では、上述した写真において、主要人物の人数を３、５、１０、１５人と変えな
がら、主要人物(inlier) と非主要人物(outlier) の２クラス分類が有効に働いているか
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検証するために、outlier として取り除かれた要素群のＦ値を算出した。かかるＦ値のグ
ラフを図１１に示す。図１１において、提案手法（未知）、提案手法（既知）ともに、ど
の人数のデータに対しても従来手法（１）よりも高いＦ値を示している。よって、提案手
法（未知）、提案手法（既知）ともに、従来手法（１）よりも主要人物(inlier) と非主
要人物(outlier) の２クラス分類は有用であると考えられる。
（実験３）
【０１６１】
実験３では、上述した写真において、主要人物の人数を３、５、１０、１５人と変えな
がら、主要人物毎の分類が有効に働いているか検証するために主要人物とみなしたクラス
タの再現率を求めた。詳細な実験データを図１２に示す。図１２において、各人数のデー
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タの再現率の平均を示した。
【０１６２】
提案手法（未知）は、各人数のデータに対して従来手法（１）（２）より高い再現率を
示した。その結果、主要人物の人数が変化しても、理想的なクラスタ数を与えることがで
きれば提案手法も従来手法よりも主要人物毎の分類に関して、よい精度が出ることが確認
できた。
【０１６３】
また、クラスタ数が既知の場合を比較すると、提案手法(既知) は従来手法(既知)より
もすべての人数で高い再現率を示した。これにより、outlier を含むデータに対してはou
tlier を一つのクラスタにまとまりやすい性質を利用することが有効であることが確認で
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きた。
【０１６４】
また、図１３は、本明細書で述べたプログラムを実行して、上述した種々の実施の形態
のクラスタ評価装置等を実現するコンピュータの外観を示す。上述の実施の形態は、コン
ピュータハードウェア及びその上で実行されるコンピュータプログラムで実現され得る。
図１３は、このコンピュータシステム３００の概観図であり、図１４は、システム３００
のブロック図である。
【０１６５】
図１３において、コンピュータシステム３００は、ＣＤ−ＲＯＭドライブを３０１２含
むコンピュータ３０１と、キーボード３０２と、マウス３０３と、モニタ３０４とを含む
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。
【０１６６】
図１４において、コンピュータ３０１は、ＣＤ−ＲＯＭドライブ３０１２と、ＭＰＵ３
０１３と、ＭＰＵ３０１３と、バス３０１４と、ＲＯＭ３０１５と、ＲＡＭ３０１６と、
ハードディスク３０１７とを含む。ＲＯＭ３０１５は、ブートアッププログラム等のプロ
グラムを記憶している。ＲＡＭ３０１６は、ＭＰＵ３０１３に接続され、アプリケーショ
ンプログラムの命令を一時的に記憶するとともに一時記憶空間を提供する。ハードディス
ク３０１７は、通常、アプリケーションプログラム、システムプログラム、及びデータを
記憶している。ここでは、図示しないが、コンピュータ３０１は、さらに、ＬＡＮへの接
続を提供するネットワークカードを含んでも良い。
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【０１６７】
コンピュータシステム３００に、上述した実施の形態のクラスタ評価装置等の機能を実
行させるプログラムは、ＣＤ−ＲＯＭ３１０１に記憶されて、ＣＤ−ＲＯＭドライブ３０
１２に挿入され、さらにハードディスク３０１７に転送されても良い。また、プログラム
は、図示しないネットワークを介してコンピュータ３０１に送信され、ハードディスク３
０１７に記憶されても良い。プログラムは実行の際にＲＡＭ３０１６にロードされる。プ
ログラムは、ＣＤ−ＲＯＭ３１０１またはネットワークから直接、ロードされても良い。
【０１６８】
プログラムは、コンピュータ３０１に、上述した実施の形態のクラスタ評価装置等の機
能を実行させるオペレーティングシステム（ＯＳ）、またはサードパーティープログラム
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等は、必ずしも含まなくても良い。プログラムは、制御された態様で適切なモジュールを
呼び出し、所望の結果が得られるようにする命令の部分のみを含んでいれば良い。コンピ
ュータシステム３００がどのように動作するかは周知であり、詳細な説明は省略する。
【０１６９】
なお、上記プログラムにおいて、情報を送信する送信ステップや、情報を受信する受信
ステップなどでは、ハードウェアによって行われる処理、例えば、送信ステップにおける
モデムやインターフェースカードなどで行われる処理（ハードウェアでしか行われない処
理）は含まれない。
【０１７０】
また、上記プログラムを実行するコンピュータは、単数であってもよく、複数であって
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もよい。すなわち、集中処理を行ってもよく、あるいは分散処理を行ってもよい。
【０１７１】
また、上記各実施の形態において、各処理（各機能）は、単一の装置（システム）によ
って集中処理されることによって実現されてもよく、あるいは、複数の装置によって分散
処理されることによって実現されてもよい。
【０１７２】
本発明は、以上の実施の形態に限定されることなく、種々の変更が可能であり、それら
も本発明の範囲内に包含されるものであることは言うまでもない。
【産業上の利用可能性】
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【０１７３】
以上のように、本発明にかかるクラスタ評価装置は、写真等の分類対象を適切に分類す
ることを支援できるという効果を有し、クラスタ評価装置等として有用である。
【符号の説明】
【０１７４】
１

クラスタ評価装置

２

クラスタ数算出装置

３

クラスタ装置

１０

受付部

１１、２１

格納部

１２、２２、３２

処理部

１３、２３、３３

出力部

１１１

画像格納部

１１２

クラスタ情報格納部

１２１

画像認識部

１２２

要素間類似度算出部

１２３

内部類似度算出部

１２４

第一評価値算出部

１２５

第二評価値算出部

１２６

総合評価値算出部

１３１

評価値出力部

40

50

(21)
２２２

クラスタリング部

２２３

制御部

２２４

最良クラスタ数取得部

２３１

最良クラスタ数出力部

３２４

最良クラスタ情報群取得部

３３１

最良クラスタ情報群出力部
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