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˱ᕲჇɟų༾ޛኔဃųܒබųʟɟᢹ
5JKPÞKEJK5#61*0QTKQ-#6#;#/#*KTQUJK/1+EJKTQ+&'

ųȋȥȸǹପǛƸơǊƱƢǔ્ᡛପƸŴᅈ˟ऴѬǛ
ƸơǊŴ්ᘍǍʙܱŴƦƠƯӲᆔƷჷᜤƳƲŴʴ᧓Ʒჷ
ႎѣƴࢫᇌƭૠٶƘƷऴإǛ੩̓ƠƯƍǇƢŵƜƷᄂ
ᆮȗȭǸǧǯȈưƸŴҥɟƷဪኵƷǈƳǒƣŴᢅӊƔǒ
ྵנǇưƴ્ᡛƞǕƨٻƷဪኵǛಒᚇƢǔƜƱưŴද
ႸࡇƷ᭗ƍʙᝋǍ්ᘍƷ҄٭Ŵᛅ᫆ƷኺᢅǛਵƑǔƳ
ƲŴಮŷƳᙻໜưପऴإƷჷᜤ҄ǛƸƔǓŴʴ᧓Ʒჷ
ႎѣǛૅੲƢǔǷǹȆȠƷܱྵǛႸਦƠƯƍǇƢŵ

ųிʮעғưᙸǔƜƱƷưƖǔȆȬȓဪኵǛᢅӊᲫȶஉ
ЎŴȋȥȸǹƳƲཎܭƷဪኵǛᢅӊૠȶஉƔǒૠ࠰ЎŴ
߾ٻƳȏȸȉȇǣǹǯƴᔛᆢƠƯƍǇƢŵƜƜưƸžପ
ſž᪦٣ſž૨܌ſƷӲऴإᚐௌ২ᘐǛᙐӳႎƴဇƍ
ǔƜƱưŴƜǕǒᔛᆢƞǕƨٶƷପऴ᧓إƷ᧙̞Ǜ
ଢǒƔƴƠŴ્ᡛପƴϋנƢǔಮŷƳऴإǛႆᙸƢǔ
২ᘐŴӏƼƦǕǒऴإǛሥྸȷ੩̓Ƣǔ২ᘐƷᄂᆮǛᘍ
ƬƯƍǇƢŵ

ႸႎᲠјௐ
ŠႸႎ
ųȋȥȸǹପƸŴ્ᡛƱƍƏ˳ۥǛᡫơƯᛡưǋܾତƴӕࢽ
ƢǔƜƱƕưƖŴପƱƍƏᙻᙾႎȷႺႎưྸᚐƠǍƢƍ࢟
७ƷऴإǛ੩̓ƠƯƍǔɥŴ૰ႎ̖͌ƕ᭗ƘᡮࣱإǛஊƠƯ
ƓǓŴʴ᧓ƷჷႎѣǛૅੲƠࢽǔऴإǛᝅ݈ƴஊƠƯƍǔƱ
ᎋƑǒǕǔŵஜᄂᆮưƸŴܱᨥƴȋȥȸǹପǛٻƴྒࢽ
ƠŴನᡯ҄ȷኵጢ҄ƠƯᔛᆢƠŴ࣏ᙲƳऴإǛ౨ኧȷႆᙸƠ੩
̓ƢǔƜƱƴǑǓŴʴ᧓ƷჷႎѣǛ᭗ࡇƴૅੲƢǔǷǹȆȠ
ƷܱྵǛႸႎƱƢǔŵ
Šјௐ
ųଐŷƷȋȥȸǹପƸŴƦǕǛᚾᎮƢǔƩƚưǋஊјƳऴإ
Ǜʴ᧓ƴ੩̓ƠƯƘǕǔŵƦƷɥŴᢅӊƷȋȥȸǹǋԃǈٻ
ƴᔛᆢƠŴ࣏ᙲƳȋȥȸǹପǛұࡈƴ౨ኧƠƯ੩̓ƠƨǓŴ
ᙐૠƷȋȥȸǹପ᧓Ɣǒ᧙ᡲࣱǛਁЈƠƨǓŴऴإǛМဇᎍ
Ʒᙲ൭ƴ݅ƴᢘࣖƠƨ࢟७ư੩̓ƠƨǓƢǔƜƱƕưƖǕƹ
ȋȥȸǹପƔǒʴ᧓ƕМဇӧᏡƳऴإƷǋឋǋെƴ᭗Ǉ
ǓŴႎƴ᭗ࡇƳჷႎѣƷૅੲƕӧᏡƱƳǔŵ
ųǇƨŴପƸѣဒȷ᪦٣ȷȆǭǹȈƳƲᙐૠƷȡȇǣǢƴ
ǑǓᙐӳႎƴᘙྵƞǕƨऴإưƋǓŴஜᄂᆮƷᘍƴ࢘ƬƯ
ƸŴƜƷȞȫȁȢȸȀȫƳऴإƷᚐௌŴƓǑƼȇȸǿșȸǹ҄
Ʒ౨᚛ƕ࣏ᙲɧӧഎưƋǔŵପƷȞȫȁȢȸȀȫƳᚐௌඥ
Ʒ౨᚛ŴƓǑƼஜᄂᆮưݣᝋƱƢǔǑƏƳᙹٻƔƭѣႎƳȞ
ȫȁȡȇǣǢऴإƴǑǔȇȸǿșȸǹನሰƸŴʻࢸ২ᘐƷᄩᇌ
ƕЏஓƞǕƯƍǔЎưƋǓŴܖᘐႎƳॖ፯ǋٻƖƍŵ
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્ᡛପǢȸǫǤȖǷǹȆȠ
ųȋȥȸǹᲢ࠰உ᳸Უ
ųிʮעғעɥඬᲢEJȶஉᲣ

২ᘐႎᛢ᫆
Š২ᘐႎᛢ᫆
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࢟७ư੩̓ƢǔƨǊƷ২ᘐ
ųݣᛅƴؕƮƘପ౨ኧ
ųȦȸǶƷᙲ൭ ॖȷᙻໜȷᐻԛ ƷЎௌȷਖ਼ܭ
ųପƷѣႎϐನ
ųऴإƷӧᙻ҄২ᘐ
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ǑƍǢǯǻǹǛӧᏡƱƢǔƱƱǋƴŴٻƷପɶƷ᧙ᡲࣱƳƲƴ
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ȋȥȸǹପǢȸǫǤȖƷನᡯ҄ƴؕƮƘପǢǯǻǹඥ
+PVGNNKIGPVXKFGQCEEGUUDCUGFQPUVTWEVWTKPIQHCPGYUXKFGQCTEJKXG

ܒබųެޛӪχųʟɟᢹų˱ᕲჇɟųקϋദپ
*KTQUJK/1(WOKPQTK;#/#)+5*++EJKTQ+&'5JKPÞKEJK5#61*/CUCQ5#-#7%*+
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Motivation

Field of Research

 Large scale videos need easy, efficient and
scalable tools for indexing and retrieving.
 Using human face information for indexing is
required since human face is one of the most
important objects in video, especially news video.
 Multi-modal analysis can help to bridge the
semantic gaps.

VIRMA is a video indexing and retrieval system that
can provide:
 Easily access to video contents using faces and
names extracted from video.
 Quickly find news stories, video shots related to
a person appearing in video.

Framework Overview
 Face extraction and normalization using a robust
face and eye detector.
 PCA is used for feature extraction and reduction.
 Named entity recognition using the LingPipe tool.
 Face grouping using RSC-based clustering.
 Name and face association using a machine
translation method implemented by GIZA++.

Experiments
1. TRECVID 2003 Dataset
 133 hour video of CNN and ABC news in 1998.
 Average frames per shot: 100.
 Number of news stories: 4,376.
 Low quality video.

3. Representative faces found by
RSC-based clustering model.

4. Name-face association by a
machine translation method.

2. Face extraction and normalization
 Normalized size: 52x60.
 Feature reduction using PCA: 786 eigenfaces.
 Number of extracted faces: 28,896.

5. Video navigation by faces and
names.
 Demo is available at:
 http://satohlab.ex.nii.ac.jp/users/ledduy/Demo

Duy-Dinh LE – The Graduate University for Advanced Studies (SOKENDAI)
TEL : 03-4212-2679

FAX : 03-3556-1917

Email : ledduy@grad.nii.ac.jp

直感的な検索インタフェースに関する検討
On Intuitive Search Interface
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Information retrieval is a random and drift process. Users‛ information needs change suddenly, or ambiguous
information needs become clear. There are mainly three techniques to support retrieval, keyword search, browsing
and information visualization. Each technique has problems, but if they are integrated like ‘Concentric Ring View‛
we proposed, intuitive search can be realized. Intuitive search interface will clarify ambiguous information needs
and properly guide novice users to desired information.

情報探しは成り行き任せのプロセス

情報ニーズの４段階

自分の思考や直感に基づいて、自己責任で進めていくプロセス
人間は情報を探しながら、自らの知識構造を変化させる
知識構造の変化に伴い、情報ニーズも変化する
・曖昧な情報ニーズが明確化する
・予想外の情報に出会う

[第1段階]
心奥のニーズ
(visceral need)

検索とブラウジング
キーワード型
第4段階での
情報ニーズ

統合

ブラウジング型
第2～3段階での
情報ニーズ

情報視覚化

漠然と知識が欠けているような感じがする
どんな知識が欠けているか分からない
どんな情報が必要なのか分からない

[第2段階]
意識したニーズ
(conscious need)

どんな情報が欠けているかほぼ分かっている
どんな情報が必要か人に説明できない
周囲の人に漠然と質問することで明確化

[第3段階]
具体化したニーズ
(formalized need)

欠けている知識が明確に分かっている
論理的な質問を発することができる
答えが欲しい真の疑問が明確となる

[第4段階]
妥協したニーズ
(compromised need)

質問する相手の知識構造や理解力を想定
相手が答えられるような質問をする
検索エンジンで探せるようなキーワードを入力

キーワード
パラメータ

キーワード検索
サーチボックスにキーワードを入力して検索することにより、
検索結果が表示される
曖昧な情報ニーズでは、検索を始められない
再検索には、キーワードを改めて考えなくてはならない
言葉で表現しづらいものは、検索が難しい

検索

IRアルゴリズム
検索結果

情報ニーズ

ディレクトリ型検索

表示

用意された大分類から、求める情報に近いものを選択し、カテゴリの
範囲を狭めていくことで、情報にたどり着く
曖昧な情報ニーズでも、分類を選択することにより、検索を始められる
分類の方式がユーザの知識構造と異なる場合、検索が難しい
自分の欲しい情報のない分類へ進んでいることに気づかない

視覚化

操作
データベース

検索とブラウジングの統合
Concentric Ring View

情報視覚化

多次元属性情報を対象とする
属性を追加・削除することにより、動的階層構造を生成する
属性値を調節することにより、情報を絞り込む
情報ニーズに適合した候補を選択することで、再検索できる
何かしら属性を選択し操作することにより、検索を始められる
ユーザの思考に合った属性が用意されていない場合、
検索を進めるのが難しい

大量の情報を効果的に表示し、情報を直接理解・操作する
（キーワード空間、ディレクトリ階層、多次元属性）
情報の関連性を見ることができる
関連した情報が線で結ばれたり、全体ー詳細の移動するなど、
表示や操作が複雑である
必要でない情報まで表示されるため、把握に時間がかかる

(http://www.google.co.jp)

(Taylor, 1968)

(http://shopping.yahoo.co.jp)

(M.Hearst 他, Cat-a-Cone, 1997)

(R.Robert 他, VIVE, 1991)

(T,Kajiyama 他, 2005)

誰でも利用できる検索インタフェースを目指して
曖昧な情報ニーズを明確化し、欲しい情報にたどり着かせるためには、
検索を始めることができる
・とっかかりを用意する
ユーザの思考を妨げない
・システムでユーザの選択を固定しない
・複雑な操作や表示をしない

検索を進めることができる
・悩むことなく、クエリを修正できる
・直接データを操作できる
・システムとの対話が簡単に行える

予想外の情報に出会う機会を与える
・関連する情報を表示する
・様々な側面から情報を見られる

ユーザがシステムの特性に合わせることなく、情報を眺めることに集中できるようにさせる
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