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Wikipediaを用いた衛星画像検索システムの開発
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あらまし 情報技術の発達により衛星画像など膨大な地球科学データが扱えるようになったが，その活用には様々な

課題がある．そこで，地球科学データとWeb上の時空間情報を含む情報源を統合して利用するような，地球科学デー

タの新たな活用が求められている．現状では衛星画像を検索する際，一般的にユーザが調査したい事柄，例えば災害

の発生日等について予備知識を持っていることが必要である．本研究ではWikipediaの情報を利用し予備知識なしで

衛星画像を閲覧可能とするシステムを提案し，Wikipediaからの時空間情報抽出と抽出した時空間情報を元に衛星画

像を検索するシステムの試作について述べる．
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Abstract The evolution of information technologies has simplified the handling of huge amounts of earth sci-

ence data. However, since various problems exist before these data can be exploited well, new uses are required.

One example is combining earth science data with spatiotemporal data on the Web. In our research, we focus on

Wikipedia, which is a Web encyclopedia that has many constructional features. We report our system that extracts

spatiotemporal data on Wikipedia and search satellite images based on this data.
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1. は じ め に

近年，コンピュータやネットワークの性能の向上により，大

規模な地球科学データの蓄積や配信が容易になった．たとえば，

NASAの衛星画像データやアメダスのセンサデータなど，様々

な機関が科学データを一般に公開しており膨大な量のデータが

自由に使える状態にある．しかしながら，それらの情報資源の

統合的な利用や効果的な活用には様々な課題がある．そこで，

e-Science や Data Intensive Science といわれるような，デー

タ工学と科学諸分野を融合させる研究が広く行われている．

衛星画像を検索する際，従来のシステムでは，日時，領域，

画像中の雲の量などをユーザが入力をすることで検索を行う．

「ある地震の前後の衛星画像を見比べて，被害の状況を知りた

い」といった場合，従来のシステムでは地震の震源地や発生日

をあらかじめ調べる必要がある．また，ひとつのシステムで地

震など特定の種類のイベントだけではなく，火山の噴火状況，

大規模な施設の建設の様子など様々な種類のイベントに関する

衛星画像を閲覧したり，異なるイベント同士の関連を知りたい

といった要求がある．そこで，我々はWeb上の情報を用いてこ

れらの問題を解決することを目指している．地理情報システム

(Geographic Information System:GIS)の普及に伴って，Web

上では地理に関する情報やそれらを利用したサービスが数多く

提供されている．たとえば，位置情報を記録する装置とデジタ

ルカメラで撮影した画像を組み合わせて，写真に緯度経度情報

を付与し，それをWeb上で共有するサービスなどがある．他

にも，Google Maps [1]などの地図情報サービスでは，地図を

表示するだけにとどまらず，ユーザが地図を編集できたり，地

図上に広告を掲載するサービスを提供することなどが広く行わ



れている．我々はこのような，Web上の時空間情報と衛星画像

をはじめとする地球科学データを統合的に利用し，効果的に活

用できるシステムの研究および開発に取り組んでいる．

本研究ではまず，Webから地震や噴火，大規模な建物の建設

などのイベントを，時間情報，空間情報と共に取得する．ここ

での時間情報とは地震の発生日，建物の完成した日などの日付

を指し，空間情報とは地震の震源地の緯度経度，建物の所在地

（住所）などを指す．取得した情報をユーザに提示し，ユーザ

が衛星画像を見たいイベントを選択する．選択されたイベント

の時空間情報から衛星画像を検索し，地震であれば発生前後の

衛星画像を比べることにより被害の様子が分かるような，建物

であれば建設されていく過程を確認できるような衛星画像の提

示を行う．このシステムにより，ユーザは予備知識なしに衛星

画像を簡単に利用できるようになる．また，システム開発者に

とってもWikipediaを使うことにより，分野固有の知識を予め

習得せずとも，Wikipediaという集合知の中から抽出する事が

期待できる．

我々は文献 [2] [3]において，Wikipedia [4]上から空間情報お

よび時間情報を組み合わせて抽出を行った．WikipediaはWeb

上の百科事典という位置づけにとどまらず，情報処理の分野で

は，Wikipediaを対象とした様々な研究が近年さかんに行われ

ている [5]．Wikipediaは，他の一般的なWebページにはない

様々な特徴があり，本研究だけではなく他の研究でもリソース

として積極的に活用されつつある．さらに文献 [6]では，GEO

Gridプロジェクト [7]と関連し，独立行政法人産業技術総合研

究所と筑波大学，静岡大学で共同開発中のWeb GISアプリケー

ションフレームワーク rinzo.ma [8]を用いて，震源地を含む地

震の発生日前後の衛星画像を容易に検索・提示するプラグイン

の開発を行った．その地震のデータは，文献 [2] でWikipedia

から抽出を行ったものである．文献 [2]，文献 [6]よりWeb上の

情報を基にした衛星画像検索の有効性や今後の展開を示すこと

ができた．我々はこれらを発展させ，衛星画像とWeb上の時

空間情報を統合して利用できる基盤を目指して研究を行ってお

り，本論文ではその過程として，Wikipediaからの時空間情報

抽出システムと衛星画像閲覧システムを組み合わせ，Webブラ

ウザから，Wikipediaのデータを利用した衛星画像の検索，閲

覧システムの試作について述べる．

2. システムの概要

本研究で試作しているWikipedia を用いた衛星画像閲覧シ

ステムの概要を図 1 に示す．本システムのユーザはブラウザ

を用いて Web GIS アプリケーションフレームワークである

rinzo.maにアクセスする．Wikipedia時空間情報抽出システム

は，事前にWikipedia上の時空間情報およびそれらの時空間情

報に関連した情報を抽出し格納している．rinzo.ma上に実装さ

れたプラグインによって，Wikipedia時空間情報抽出システム

から抽出されたデータにアクセスし，ユーザが閲覧したいイベ

ントの種類（地震，津波など）やイベントの発生日時などに基

づいて検索を行う．ユーザがイベントを選択すると，その緯度，

経度，日付に基づいて衛星画像データベースから衛星画像を検

索し，ユーザに提示する．衛星画像は，イベントの発生日時の

前後何枚かをアニメーション表示することにより，地震であれ

ば発生前，発生後の画像から地震の被害状況がわかるような提

示を行う．

本システムを構成する，Web GIS アプリケーションフレー

ムワーク rinzo.maについて 3.で，Wikipedia時空間情報抽出

システムについて 4.で詳細を述べる．さらに，そのふたつを統

合したシステム全体について 5.で述べる．

3. Web GIS アプリケーションフレームワーク
rinzo.ma

rinzo.maはOGC（Open Geopatial Consortium）[9]の標準

規格をサポートしたWeb GIS アプリケーションフレームワー

クである．OGCは GIS関連技術の標準化を推進する団体であ

り，空間データモデルや表現形式，GIS対応ソフトウェアの連

携方法などの標準を策定している．

rinzo.maはブラウザ上で動作するため，インターネットを使

える環境にあれば，どこでも簡単にGISデータを扱うことが可

能である．

図 2 に rinzo.ma を利用したアプリケーションの例を示す．

図 2 は，2008 年 3 月に観測された黄砂の移動を，NASA の

MODIS センサが撮影した衛星画像を用いて観測するアプリ

ケーションである．rinzo.maの画面左下にあるボタンを押すこ

とにより，前日・前後の画像に切り替えることができ，実際の

黄砂の移動の様子を衛星画像で観測することができる．

また rinzo.maは，ユーザレベルでプラグインを作成すること

により，機能を自由に拡張することができ，一度作成したプラ

グインは，ライブラリとして扱うことが可能である．したがっ

て，ユーザはアプリケーションの目的に応じて，自由にプラグ

インを組み合わせて利用することができる．

本研究では rinzo.maを使用し，提案する機能を rinzo.maの

追加プラグインとして実装する．

4. Wikipedia時空間情報抽出システム

本研究で開発しているWikipedia時空間情報抽出システムの

概要を図 3 に示す．ユーザの入力するキーワード，時間情報，

空間情報から，該当するWikipedia記事の検索を行うことがで

きる．さらに，その記事を表示する際に，年表のように記事の

内容を要約して出力する．

4. 1 Wikipediaの特徴と時空間情報

4. 1. 1 Wikipediaの特徴

Wikipediaは，Wikiを利用したオンライン百科事典である．

誰でも無料でWebブラウザから閲覧や編集ができることが大

きな特徴である．また，記事は非常に幅広い分野を網羅してお

り，新しい概念や出来事に対してもユーザーが記事を次々に作

成しているため，記事数は増え続けていて，2009年 12月 1日

時点での記事数は 3,111,591件（英語版），635,228件（日本語

版）と膨大である [10]．

Wikipediaは，記事の膨大さ以外にも様々な特徴を持つ．本

研究で特に着目した特徴には以下のようなものがあげられる．



図 1 本研究で開発しているシステムの概観

図 3 Wikipedia 時空間情報抽出システムの概要

まず，テンプレートという機能がある．Wikipediaにおける

テンプレートとは，定型文の入力を簡便にするために用いられ

る仕組みである．さまざまな種類のテンプレートがあるが，特に

infoboxテンプレートに着目する．infoboxテンプレートとは，

同じジャンルに対して代表的な共通の項目を表形式にして各記事

に記載している形式のテンプレートである．Wikipediaの中で

も特に構造化された形式で書かれている部分であり，Wikipedia

からの情報抽出を試みる他の研究においても infobox テンプ

レートに注目したものがいくつかある [5]．infoboxテンプレー

トの例を図 4に示す．infoboxテンプレートは，ひとつのテン

プレート名と，複数のテンプレート変数と引数の組から構成さ

れている．図 4の例では，テンプレート名が earthquake，テン

プレート変数に地震の名前，マグニチュードなどがあり，引数

には各地震ごとの値が入る．具体的には，

name=Iwate-Miyagi Nairiku Earthquake in 2008

magnitude=7.2

などとなる．

また，Wikipediaは，英語のみではなく日本語やその他 250

を超える言語版がある．本研究は英語版Wikipediaを対象とし

て地理情報と関連する時間に関する情報の抽出を行っているが，

英語以外の言語版への応用が可能となるような，言語に依存し

ない要素を考慮した抽出手法を提案する．

さらに，Wikipediaの記事は適切な見出しが与えられ，他の

多くのWebページに比べて文書が構造化しているという特徴

もある．本研究では，見出しの内容やレベルを考慮することで，

わかりやすい抽出結果の提示を目指している．

4. 1. 2 Wikipediaの時空間情報

Wikipedia上の空間情報は，coordテンプレートなど緯度経

度の座標表現をそのまま記したものと，地名や住所など自然言

語で表現されるもののふたつに大別できる．本研究ではまず，

前者の座標表現を示すテンプレートに着目した．これらをジオ

タグと呼ぶこととする．ジオタグの例を図 4の太枠の部分に示

す．ジオタグを収集することにより，Wikipedia上から空間情

報を抽出するという目的を達成する．

Wikipedia上の時間情報は空間情報とは異なり，テンプレー

トは使われておらず，すべて自然言語で書かれている．また，

その表記は言語版ごとに異なるのはもちろんのこと，言語版内

でも統一されていない．そこで，本研究では各言語版から代表

的な時間情報の記述方法を調査し，パターンマッチングで抽出

することとした．図 5に英語版の，図 6に日本語版の本研究で

抽出の対象にした時間情報の記述をそれぞれ示す．

空間情報，時間情報をこのような方法でWikipediaから抽出

し，テンプレートごとや異なる表記のパターンごとに緯度経度

や年月日データの抽出をパターンマッチングにより行い，統一



図 2 rinzo.ma を利用した黄砂観測アプリケーション

した表記に変換し利用する．

4. 2 Wikipedia時空間情報抽出システムの構築

4. 2. 1 Wikipediaダンプの分割

Wikipediaダンプとは，Wikipediaの記事の記事名や本文を

XMLとして提供されているものである．この分割を行うのは，

後述するタグ付けを分割した XML ごとに並列して行うこと

での構築時間の短縮と，インデックスを用いた検索を高速に行

うためである．分割はもとの XML 構造を崩さないように行

う．具体的には，ルートの開始タグ <mediawiki>とすべての

分割する XMLに共通して必要な siteinfo要素をまず書き込み，

page要素である各記事の内容を適当な記事数書き込み，最後に

ルート要素を閉じる．これを XMLダンプのすべての page要

素が分割した XMLに書き込まれるまで続ける．

4. 2. 2 空間，時間，記事名のインデックス生成

Wikipediaの各記事から記事名，ジオタグ，図 5や図 6の形

式で書かれる日付を抽出し，4. 2. 1節で示した手順にて分割し

た XML部分文書に関連づけるインデックスを作成する．

4. 2. 3 Wikipediaダンプにタグの付加

XML形式であるWikipediaダンプは，任意のタグを付加す

る事により，詳細な構造化が可能である．具体的には，ジオタ

グ，日付，文書構造，infobox テンプレートに対してタグを付

加する．タグを付加することによって，年表などの表示の際に

Wikipediaの記法をユーザがアクセスするごとに解析する必要

がなくなり，通常の XMLパーサを用いることができる．

図 4 infobox テンプレートとジオタグの例

図 5 本研究で抽出の対象としたWikipedia 英語版の時間情報（年月

日）の記法

図 6 本研究で抽出の対象としたWikipedia 日本語版の時間情報（年

月日）の記法

ジオタグと日付に関するタグの付加の例を図 7に示す．ジオ

タグについては，Wikipedia本文中のジオタグを geo要素とし，

属性として緯度および経度を 10進数に変換したものを付加す

る．日付については，図 5や図 6の形式で書かれるものを day

要素とし，属性として年月日を 8桁の整数で表したものを付加

する．

Wikipediaの見出し構造の例を図 8に示す．Wikipediaの見

出しはレベル 1が最大の見出しであり，これはページの先頭で

記事名としてのみ使用される．図 8において，下線がついてい



図 8 Wikipedia の見出し構造の例

図 9 見出し構造へのタグの付加

る部分が見出しレベル 2であり，太字になっているものは見出

しレベル 3である．これらWikipedia記法に基づいた構造化情

報に対し，提案手法では XML形式で図 9のようなタグを付加

する．各見出し名が書いてある部分に開始タグをつけ，同じレ

ベルかそれ以上の見出しの前で閉じタグをつける．複数の見出

しレベルのタグが同じ場所につく場合は，レベルの低いものか

らつける．また，section lebel3のようにタグに見出しレベル

をつけ，属性として見出しの名前を付加する．

さらに infoboxテンプレートにも同様に，infoboxテンプレー

ト全体を infobox要素とし，属性としてテンプレート名を持つ．

4. 3 Wikipedia時空間情報抽出システムの動作

システムの動作について示す．図 3のように，ユーザは時間情

報（日付），空間情報（緯度・経度），キーワードからWikipedia

の時空間情報を検索できる．時間情報，空間情報は，まずイン

デックスで該当する記事が分割した XMLファイルのどれにあ

るかを検索し，該当する記事を分割した XMLファイルから取

得する．キーワード検索の場合は，Yahoo!検索Web API（ウェ

ブ検索）[11]を用いて，検索するドメインをWikipediaの各言

語版に制限して検索を行う．これにより特定のキーワードを含

んだWikipedia 記事群を検索し，ユーザに提示する事ができ

る．そして，ユーザが閲覧したい記事を選択すると，その記事

名からインデックスを検索し，提案手法によりタグ付けされ

たWikipediaダンプから，該当する記事を取得する．取得した

XML部分文書をパーサで読み取り，年表のように表示を行っ

たり，可視化ツールなどの応用に用いる．

5. Wikipediaを用いた衛星画像検索システム
の実装

rinzo.maとWikipedia時空間情報抽出システムを連携して，

Webブラウザ上でWikipediaの知識を利用して衛星画像を検

索・閲覧できるシステムを実装している．

検索インターフェースは rinzo.maのプラグインとして実装

する．ユーザが作成したクエリに基づき，Wikipedia時空間情

報抽出システムから検索を行い，検索結果を JSON [12]形式で

返す．検索結果中の緯度，経度，日付から ASTER衛星画像を

検索する．取得した緯度，経度を中心とするような正方形の領

域を設定して，その領域を含むような衛星画像を検索する．さ

らに，取得した日付を基に，検索開始日・終了日を設定し，地

震の前後や市街地の発展の様子などをアニメーション表示でき

るようにする．

6. 関 連 研 究

関連研究として最初に，本研究と逆のアプローチをとる研究

について取り上げる．高木らは，イベント検知に基づく衛星画

像とWebコンテンツとして，本研究と同様に衛星画像とWeb

上の資源を統合的に利用しようと試みている [13]．高木らは同

じ地点の撮影時間の異なるふたつの衛星画像から差分を求め，

差分のあった部分をイベントが発生した場所としている．さら

に，差分のあった衛星画像の場所と時間からWeb上のコンテ

ンツを検索し，そこで何があったかという情報をユーザーに提

示しようとしている．衛星画像を解析しイベントを発見するこ

とは，Wikipediaをはじめ，Web上に載っていないような事柄

について特に有効であると考えられる．一方，衛星画像には雲

などが写るなどしてノイズが発生し，誤検知が起きやすいこと

が考えられる．

Web上にある位置情報を抽出する研究としては，相良らの空

間情報抽出システムがある [14]．このシステムでは，Webペー

ジから地名や住所などの地理情報に関する記述を抽出し，アド

レスマッチング手法により抜き出した地理情報記述を緯度経度

表現に変換している．さらに，これらの情報を地図上にリンク

するアプリケーションの開発を行っている．Web上の地理情報

を抽出して処理を行い，アプリケーションに応用するといった

目的は同じであるが，本研究では直接，緯度経度情報の取得を

行うため，地名から緯度経度を求めることは行わない．さらに，

本研究では地理情報に加えて，時間に関する情報も抽出してい

る点で異なっている．

Wikipediaは様々な研究分野で用いられている．そのひとつ

に，中山ら [15]の研究がある．中山らはWebオントロジの構

築を目的にしており，本研究の目的とは異なるが，Wikipedia

の記事の膨大さや，記事間のリンクの多さなどWikipediaの特

徴に着目したという点では共通である．Wikipedia からWeb

オントロジの構築を行う研究は他にも DBpedia [16] などいく

つかある．DBpediaは infoboxテンプレートなどの半構造情報
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を解析することで，人物などの属性を抽出し，RDFに変換し

大規模なデータベースを構築しWeb で公開している [17]．こ

のようにWeb全体を対象とするわけでなく，特にWikipedia

に着目し，情報や知識を取り出し活用しようとする研究が盛ん

に行われている．

特に，本研究と関わりが深い研究として，立床ら [18]，島田

ら [19] の研究があげられる．立床らは，地球科学データにつ

いて専門知識を持たない利用者に対して，Wikipediaとドメイ

ンオントロジーを統合利用して問い合わせの拡張を行い，問

い合わせに関連するデータセット集合を抽出している．データ

セットは，Wikipedia記事間の関連度を用いてランキングされ

る．Wikipediaの情報を利用して地球科学データの活用を行い

たいという目的は同じであるが，本研究では文書構造の利用や

Wikipedia以外のニュースなどのWeb上の情報の今後利用す

ることを考慮していることに対し，立床らは特にWikipediaの

リンク構造に着目をしている点で異なっている．島田らは，日

付が明示的に記述されていない事象について発生した日時を推

定することを目的に，Wikipediaの百科事典としての性質や文

書構造を用いている．本研究とは目的は異なるが，Wikipedia

の文書構造を利用している点や，その構造を XML化して利用

するする点においては共通点がある．

Google Mapsや Google Earth [20]では，Wikipediaの記事

を地図や衛星画像上にリンクするというサービスを行っている．

本研究とは，地理情報のみではなくさらに時間という概念を加

える点において違いがある．

7. お わ り に

本論文では，地球科学データとWeb上の資源を統合して利

用する基盤を開発することを目指し，Wikipediaからの時空間

データ抽出と衛星画像検索を統合し容易に利用可能なWebア

プリケーションの構築について報告した．

今後の課題としては，Wikipedia以外のWeb上の情報源を

利用することを検討している．たとえば，ニュース記事や地震

速報のデータをWikipediaと併せて用いれば，情報のリアルタ

イム性が向上すると考えられる．加えて，Wikipediaの時空間

情報抽出をさらに発展させ，「日本海沿岸で発生した地震につい

てそれぞれの発生前後の衛星画像を閲覧する」といった，あい

まいな空間的範囲や時間的範囲に基づいてWikipediaから情報

を抽出し衛星画像閲覧に利用することを検討している．

これらの課題を検討し解決することで，我々のシステムの有

用性の向上を目指している．
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