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Concentric Ring View F+：
マルチメディアデータのためのリング状検索インタフェース
梶

山

朋 子†,†† 中 丸 幸 治††† 大 野 義
神 門 典 子††,† 佐 藤 真 一††,†

夫†††

本稿では，マルチメディアデータのような多次元属性情報を対象とし，初心者ユーザでも利用可能
なリング状検索インタフェース Concentric Ring View F+を提案する．一般的な検索システムでは，
ユーザの操作によりシステムが検索結果を出力するというクエリ中心であるため，ユーザが属性や属
性の意味を直感的に把握し，最適値へ調整することは難しい．そこで我々は，ユーザが検索結果を評
価することは可能であるということに着目し，検索結果中心という考えで設計した．ユーザは，検索
結果から現在の状況を把握して属性や属性値を操作したり，自分の情報要求に適合している候補を選
択したりすることにより検索を進める．本手法はリング状構造で，ユーザのリング操作により，リン
グ内部の検索結果が瞬時に表示される仕組みである．有効性の検証では，本手法を用いて画像検索シ
ステムを構築し，ユーザビリティテストを行った．

Concentric Ring View F+:
A Ring-structured Graphical Search Interface for Multimedia Data
Tomoko Kajiyama,†,†† Koji Nakamaru,††† Yoshio Ohno,†††
Noriko Kando††,† and Shin’ichi Satoh††,†
This paper proposes a new search interface, named Concentric Ring View F+, applying
to multi-faceted information for novice users. Because general retrieval systems are queryoriented they just display retrieved results by users’ operation, it is diﬃcult for users to grasp
the meaning of attributes or their values intuitively and adjust optimum values. We designed a
new search interface based on a result-oriented concept because we recognized that users could
evaluate retrieved results. Users can continue to search by seeing retrieved results and grasp
the present conditions, operating the attributes and their value, and selecting the relevant
information. This proposed interface is ring-structured and retrieved results are displayed
by ring operations in real time. We constructed an image retrieval system and performed
usability tests to verify its eﬀectiveness.

1. は じ め に

ルカメラで撮影した写真には，ファイル名，画像サイ

本稿では，マルチメディアデータのような多次元属

イル名のような離散量，撮影時刻や画像サイズなどの

性情報を対象とし，初心者ユーザでも利用可能な検

連続量が含まれる．多次元属性情報に対して，人間が

索インタフェース Concentric Ring View F+を提案

自由に属性を選択し，その属性値を適切に調節できる

する．

ことが重要である．

ズ，撮影時刻が自動的に付加される．属性には，ファ

マルチメディアデータには，画像，映像，音声などが

初心者ユーザにとって，属性や属性値を直接操作す

あげられ，一般的には複数の属性が定義され，各デー

ることは非常に難しい．どの属性を選択すべきか，ど

タは各属性に対する属性値を持つ．たとえば，デジタ

の属性値が適切であるか，自ら考えて操作しなければ
ならないからである．特に，情報要求が曖昧な場合は，
検索を始めることすら難しい．いずれの場合において
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も，検索結果を閲覧することにより，自分の情報要求
に適合しているかどうかという判断は，初心者ユーザ
でも可能である．システムとの対話により，選択した
属性の意味や，調整した属性値の変化の意味を，自然
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ならば，初心者ユーザでも検索を行うことが可能であ

• 初心者ユーザでも利用できる．
多次元属性情報の検索にあたり，各情報を情報空間

る．また，ユーザが属性や属性値を操作するだけでは

にマッピングし，その空間をユーザが散策するという

なく，検索結果から自分の情報要求に適合している候

情報視覚化があげられる．情報の類似性をもとにマッ

補を選択することによって，システムが自動的に適切

ピングする手法として，多次元尺度法3) や自己組織

な属性値へ誘導するならば，次々に検索を進められる．

化マップ6) がある．これらの方法により構築された情

このように，ユーザが検索結果を評価することによっ

報空間に対し，ユーザはズーミング2),9) などを用い

てシステムと対話し，検索を進めていくという考えを，

て，自分の情報要求に適合する情報が存在する場所に

我々は検索結果中心と呼ぶ．検索結果に集中できるた

近づいて情報を閲覧する．実システムとして，flickr

めにも，シンプルな操作で各属性を扱うことができ，

graph 12) ，mixiGraph 13) ，RDF Gravity 14) があげ

瞬時に検索結果が表示される仕組みが必要である．

られる．ユーザの操作により，画面は変化の軌跡が分

に理解できたり，情報要求を明確化したりしていける

そこで我々は，この検索結果中心という考えに基づ

かるように滑らかに変化し，操作速度に合わせて瞬時

き，多次元属性情報を柔軟に扱い，初心者ユーザで

に結果を返す．このように，情報視覚化において，画

も利用できる検索インタフェースを提案した7),8) ．本

面の連続性やユーザとの対話性は重要視されており，

手法は，マウスのみの操作で，複雑な検索キー入力は

ユーザの思考を妨げないようにしている．しかし，こ

行わない．ユーザは検索に利用したい属性を選択し，

の手法は正確に情報がマッピングされることが前提で

その属性値を調節する．検索結果は瞬時に表示され，

あり，現時点では完全な手法は確立されていない．ま

ユーザは検索結果を評価する．属性の追加，削除，結

た，すべての情報を情報空間へ強引にマッピングして

合や，属性値の調整によって変化する検索結果を閲覧

ユーザに探してもらうのではなく，ユーザが利用した

し，現在の状態を自然に把握する．また，検索結果か

い属性を操作することで，ある程度情報を絞り込み，

ら情報要求に適合した候補を選択することにより，シ

分かりやすく検索結果を表示する必要がある．

ステムがその候補をもとに最適な属性値へ調節する．
本手法は，星座早見盤のようなリング構造で，属性

映画の多次元属性データを用いた動的検索システム
も提案されている1) ．自由に属性を組み合わせること

を選択することによって，その属性値が整列したリン

が可能で，検索結果は 2 次元空間に配置される．属性

グが出現する．ユーザはこのリングを回転させること

には言葉のような離散量や，色や形を表す連続量が含

により，検索キーを調節する．ランキングされた検索

まれるが，各属性値を調節するにあたり，ボタンやス

結果は，リング内部に中央から同心円状で配置される．

ライドバーが利用され，操作が統一されていなかった．

中心ほど高ランクな候補であるため，候補を中央へ移

また，属性が循環連続量の場合，スライドバーでの調

動させることにより，その候補の属性値を用いて再検

節は不都合であった．属性値の入力において，属性の

索が行われる．

種類に依存せず，統一した操作で提供する必要がある．

属性を選択しリングを回転，候補を中央へ移動とい

初心者ユーザにとって，適切なキーワードを入力す

うマウスのみのシンプルな操作により，ユーザは検索

るのは難しい．比較的初心者向けとされるディレクト

結果に集中できる．これにより，検索キーを意識する

リ型検索では，自らキーワードを考える必要がない

のではなく，自然に検索キーを把握し検索を進められ，

ため，検索を進めることが可能である．しかし，どの

ユーザの負担を軽減する．属性を自由に組み合わせ，

ディレクトリに自分の情報要求に適合する情報が属し

その属性値を調節することにより，多次元属性情報を

ているか推測できない，情報要求とかけはなれた方向

柔軟に検索することが可能となる．

へ進んでいることに気づかない，気づいたとしても方

本稿では，検索結果中心という我々の設計方針と，

向を修正しにくい，など問題点があげられる．これは，

その考えに基づき提案した Concentric Ring View F+

ユーザ自身がディレクトリを構築していないため，作

について述べる．そして，本手法の有効性を検証する

成者との意識にずれが生じてしまうからである4) ．

ために画像検索システムを構築し，2 種類のユーザビ
リティテストを行った結果を報告する．

多次元属性情報をディレクトリ型検索で扱う場合，
各レベルが各属性を表すような木構造で表現できる．

2. 本手法の目的

しかし，属性の順序がシステムによって強制的に決定

我々が提案した手法の大目的は，以下の 2 つである．

することができない．柔軟に多次元属性情報を検索で

• 多次元属性情報を効果的に検索する．

きるためにも，ユーザが自由に属性を選択し，属性を

され，ユーザの情報要求に応じて使用する属性を選択
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造を生成できる．

組み合わせることによって，動的階層構造を生成でき
る仕組みが必要である．

(c)

キーワードを多次元属性で階層構造化し，ディレク
トリ型検索とキーワード検索を統合したシステムも提
案されている

11)

感的に把握できる．

(d)

覧できる．

(e)
(f)

ることが可能である．このように非常に柔軟なシステ
ムであるが，初心者ユーザにとってキーワードを入力
したり，階層構造を進んだりしていくことは不得意で
あるため，根本的には解決されていない．
ユーザは検索結果を閲覧し，属性と属性値を操作し
ているうちに，この属性は必要である，この属性値は

検索結果の閲覧に集中できるように，簡単に操
作できる．

加する．キーワード入力をうまく利用することにより，
情報要求に適合する情報がどこに存在するかを把握す

検索結果を評価しながら，次々と検索を進めら
れる．

キーワードを入力することにより，システムが自動的
に適切な属性と属性値を選択して，検索キーとして追

情報要求が明確化できたり，検索の幅を広げら
れたりするように，一度に大量の検索結果を閲

．ユーザが検索に利用したい属性を

自由に追加，結合，削除し，各属性の階層構造をたど
ることにより情報を絞り込んでいく．また，ユーザが

検索結果を一覧することにより，検索キーを直

(g)

属性の種類に依存せず，同一の操作で検索キー
を調節できる．

これらの機能を搭載した新しい検索インタフェース
を提案する．

3. Concentric Ring View F+
図 1 は，本手法におけるユーザの操作手順を示して

情報要求に適合しているなど，判断できるようになる．

いる．ユーザは，属性の追加，属性の削除，属性値の

また，情報要求が曖昧の場合でも，検索結果を閲覧す

変更，属性の優先度変更，QBE の 5 つの操作を行う．

ることにより，次第に情報要求は明確化される．この

検索結果は瞬時に表示され，この属性は適切である，

ようにユーザは検索結果を閲覧し，評価することは可

この属性値はこのように変化する，これに似た情報が

能である．しかし，従来の検索システムは，システム

探したいなど，ユーザが評価を行う．ユーザの操作に

が入力された検索キーに対して検索結果を出力するク

より，検索結果が表示され，その検索結果をユーザが

エリ中心であるため，ユーザは検索キーに気をとられ，

評価し，再び操作するというループ構造となる．本手

検索結果に集中できない．そこで，属性と属性値の意

法では，これらの操作を簡単に行える形で提供した．

の調節ができるような，検索結果中心で提供すること

3.1 画 面 構 成
属性値を操作するインタフェースとして，離散量を

が重要となる．また，曖昧な情報要求が明確化された

選択するラジオボタンやプルダウンメニュー，連続量

り，検索の幅を広げる機会を与えられたりするように，

を調節するスライドバーなどがあげられる．スライド

味や検索キーを直感的に把握し，最適な属性と属性値

一度に大量の検索結果を表示しなければならない．検

バーは，離散量を 1 次元に整列させることにより，連

索結果に集中できるためにも，簡単な操作で，検索結

続量と同一操作できる．しかし，循環連続量の場合，

果を瞬時に表示することも必要である．

両端の値を調節するのは難しいため，リング状構造を

検索結果の閲覧により，現在の状態を把握するだけ

考えた．スライドバーのノブが，リング下部に相当す

でなく，検索結果の中から，適合している候補を発見
することもある．しかし，その候補に似た情報を探し
出すために，最適な検索キーに調節することは難しい．
選択した候補からシステムが自動的に特徴を抽出し，
検索キーを修正する方法として，Query-by-Example
（QBE）10) があげられる．ユーザが検索結果を利用し，
次々と検索を進められるためにも，簡単な操作と直感
的な形でクエリ修正機能を提供しなければならない．
以上をふまえて，我々は，初心者ユーザが多次元属
性情報を効果的に検索するためには，以下の 7 機能が
必要であると考えた．

(a)
(b)

自由に属性を選択し，追加や削除が行える．
属性を組み合わせることによって，動的階層構

図 1 操作の流れ
Fig. 1 Flowchart of user operations.
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る．スライドバーとリングを比較するため，大学生 7
人で予備実験を行ったところ，(1) リングでは色相の
ような循環連続量を自然に調節できる，(2) 複数の属
性を選択した場合，現在の条件がリング下部に集まっ
ているため，一目で把握することができる，(3) リン
グで検索結果の表示空間を囲むことにより，ユーザの
視点移動が減少し，リング内部に集中できる，という
有意な意見が出た．リングは循環連続量を自然な形で
表現できるが，非循環連続量の場合は，スライドバー
における両端の値を強引につなげて表現するため，つ
なぎ目部分にギャップが生じてしまう．しかし，本手
法は検索結果中心という考えに基づき設計しているた
め，ユーザは検索結果を閲覧することによって，つな
ぎ目部分であることを自然に認識できると考えた．実
際に予備実験において，ユーザは戸惑うことはなく，
特に問題はないことを確認した．

図 2 本手法を用いた画像検索システム
Fig. 2 Image retrieval system implementing proposed
technique.

一方，リング内部における検索結果の配置には，線
形，同心円状，螺旋状を比較した．各配置において，

ユーザが把握できるように，中心に近い候補ほど大き

同一の大きさで表示，上位候補ほど大きく表示を用意

く表示されている．ユーザは，リングで属性や属性値

し，スライドバーとリングの比較と同様に，大学生 7

を操作しながら，リング内部の検索結果を閲覧するこ

人で予備実験を行った．中心から同心円状に配置し，

とにより検索を進める．

上位候補ほど大きく表示する方法に対して，(1) 使い

3.2 提供される機能

心地が良い，(2) 中心が浮き出て見えるため，上位候

カテゴリリング上の属性名を選択すると，内側に

補を把握しやすい，(3) 検索結果に集中できる，とい

キーリングが現れる．キーリングの下部が検索キーを

う有意な意見が出た．

表し，ユーザはキーリングを回転させることにより，

本手法を提案するにあたり，検索結果中心という考

検索キーを調整する．外側のキーリングほど属性の優

えに基づく設計を重視しているため，スライドバーの

先度が高いことを表しているため，キーリングを入れ

ような既存のインタフェースを利用することも可能で

替えることにより，自由に優先度を変更することが可

ある．しかし，予備実験において，リング状構造は検

能である．カテゴリリングから属性名を選択すること

索結果に集中しやすいことが分かったため，検索結果

により属性を追加し，キーリングを回転させることに

を評価しながら検索を進めるという設計方針をより良

より属性値を調整し，キーリングを消去することによ

く実現できると考えた．そこで，本手法ではこのリン

り属性を削除する（2 章 ( a )）. このように，ユーザは

グ状構造を採用し，検索結果中心という設計方針に基

自由に属性を組み合わせ，動的階層構造を生成し検索

づき，検索インタフェースを提案することにした．

を行うことが可能である（2 章 ( b )）．

図 2 は本手法を用いて作成した画像検索システムの

ユーザが検索キーを変更するたびに，瞬時に検索結

画面である．本手法は複数のリングとリング内部の空

果がリング内部に表示される．検索結果は，検索キー

間から構成される．一番外側のリング（カテゴリリン

とその優先度に基づき重み付けされる．ランキングさ

グ）は，検索の切り口として利用する属性名が記載さ

れた検索結果は，中心から同心状に配置され，中心に

れている．内側のリング（キーリング）は，各属性に

近い情報ほど大きく表示する．詳細情報は，カーソル

対する属性値が整列されている．キーリングの順序は

を合わせることにより表示される．検索結果は，ユー

属性の優先度を表し，外側ほど優先度は高い．キーリ

ザが認識できる数を目安として，最大 250 件とした．

ングの下部が検索キーを表し，リング内部に検索結果

大量の検索結果を一度に表示することにより，ユーザ

が表示される．たとえば，図 2 における検索キーは，

は検索キーを直感的に把握できる（2 章 ( c )）．また，

色はピンク，縦横比は正方形，雰囲気はややパステル

ユーザは高ランクの検索結果だけでなく，低ランクの

調である．検索結果はランキングされ，中心から同心

検索結果も眺めることができるため，検索の幅を広げ

円状に配置される．また，どれが上位候補であるかを

ることが可能となった（2 章 ( d )）．

922

Feb. 2007

情報処理学会論文誌

本手法では，上位候補を中心から配置しているため，

以下の式で表すことができる．

ユーザが検索結果から候補を選択し，中央へ移動する
だけで QBE を提供できる．ユーザが候補を選択する

wi =

m 




vi,j − kj  · pj
j=1

と，その属性値を検索キーとして再検索が行われ，検
索結果が表示される．これにより，ユーザは検索キー

S に対して評価値を計算した後，wi を小さい順に

を自ら調節することなく，気に入った候補を選択する

並べ，順位をその状態におけるランキングとし，中央

だけで，次々と検索を進めていくことが可能である（2

から同心円状に配置した．

章 ( e )）．
このように，検索キーの調節には，ユーザがキーリ
ングを操作する，もしくは，検索結果から候補を選択
して中央へ移動する，という 2 種類の方法で提供され

4. 画像検索システム
3 章で述べた手法が有効であるかを検証するために，

ている．これらは簡単な操作であるため，ユーザは検

Web ページのフリー素材画像を利用して，画像検索
システムを構築した．属性は 4 種類用意し，各属性値

．
索結果の閲覧に集中することが可能である（2 章 ( f )）

は素材画像から自動的に抽出した．ユーザが属性や候

さらに，この手法は属性が離散量や連続量であっても，

補を操作するたびに，システムは検索キーを抽出する．

キーリング上に属性値を整列させることにより利用で

そして，適合する画像を抽出してランキングを行い，

きる．検索キーの調整は，属性の種類に依存すること

配置位置と表示の大きさを計算して，検索結果を表示

なく，同一操作で行うことができる（2 章 ( g )）．

する．

3.3 ランキング
検索結果は，検索キーに適合する情報を抽出し，属
性値と属性の優先度に基づきランキングを行う．キー

が対話するにあたり，システムの動作速度によって，

リング下部の値が検索キーであるが，適合する情報集

そのためにも，各属性に対する属性値はあらかじめ抽

合を抽出する具体的な手順は以下である．

• 属性が離散量の場合，検索キーを利用し，適合情
報を抽出する．
• 属性が連続量の場合，検索キーからある範囲内で
近い値を利用し，適合情報を抽出する．

• 選択された属性数が増えると，適合情報を抽出す
る際に利用する値の範囲を広くする．
検索結果から直感的に検索キーが把握できるように，

本システムは Java で実装した．ユーザとシステム
ユーザの思考を妨げることは避けなければならない．
出し，属性値や画像のデータは，表形式で 1 つのデー
タベースに格納した．また，システム起動時において，
縮小画像をあらかじめメモリにキャッシュし，検索結
果を瞬時に表示できるようにした．

4.1 デ ー タ
画像検索システムを構築するにあたり，Web ページ
のフリー素材画像 10,195 枚を利用した．属性は，Web
ページを作成するための素材画像を探す状況において

属性が離散量の場合，適合情報抽出に利用する値は，

必要と考えられる 4 種類（色，雰囲気，縦横比，サイ

検索キーのみとした．属性が連続量の場合は，微妙に

ズ）を用意した．各属性に対して，属性値は一次元に

変化する値であるため，検索キーからある範囲内で近

整列されている．すべての属性値は，画像データから

い値を利用し，適合情報を抽出した．属性を追加する

自動的に抽出した．

たびに検索結果は減少するため，的確に検索キーを調

“色” は画像の特徴色を表し，ユーザは 2 色まで指

節しなければならなくなる．そこで，連続量に限り，

定できる．まず，RGB 空間を各次元ごとに一定間隔

選択された属性の個数が増えると，適合情報を抽出す

で分割したヒストグラムを生成した．そして，頻度の

る際に利用する値の範囲を広げ，絞り込みが厳しくな

高い上位 2 つの分割空間を抽出し，その平均 RGB 値

らないようにした．

を 2 つの特徴色とした．ここで，1 色目と 2 色目を，

ランキングは，属性と属性の優先度に基づいて行う．

人間が同じ色と認識してしまう場合は除く必要があ

検索キーに適合した情報集合を S = {I1 , I2 , ..., In } と

る．色を人間の知覚特性に基づいて表現するために，

する．Ii のうち，選択された m 個の属性の属性値を，

vi,1 , vi,2 , ..., vi,m で表す．このとき，各属性は正規化さ

CIELAB やマンセル表色系などがある5) ．ここではそ
の考えに基づき，色相を 10 色程度に離散化し，1 色

れており，属性値は 0 から 1 の範囲の値を持つ．選択さ

目と別の離散値になるような色を 2 色目として選択し

れた属性における検索キーを k1 , k2 , ..., km ，各属性の

た．また，色相をそのまま利用した場合，無彩色が表

優先度を p1 , p2 , ..., pm （ただし，p1 > p2 > ... > pm

現できないため，図 2 の外側から 2 番目のリングが

で，m が最内側リング）とすると，Ii の評価値 wi は

示すように，赤と紫の間に，白から黒へ変化する無彩
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図 3 操作手順
Fig. 3 Process of operations.

色ゾーンを追加した．

“雰囲気” はパステル調から原色，そしてだんだん
暗く変化する画像の階調を表し，1 色目の特徴色にお

することができる．そして，“サイズ” は画像の byte
数を表し，軽い Web ページ作成するといった場合に
対応する．

ける彩度と明度を利用して計算した．この属性を利用

今回，属性として 4 種類のみを用意したが，描かれ

することにより，言葉で表現の難しい淡い画像，濃い

ているものを表す属性，作成された日時を表す属性な

画像を検索することが可能となる．“縦横比” は縦長か

ど，各情報に対して属性とその属性値を用意しておく

ら正方形，横長へと変化する画像の形状を表し，画像

ことにより，あらゆる属性に対応できる．

の縦横のピクセル数で計算した．これにより，言葉で
は 1 種類での表現しかない縦長や横長を，細かく調節

4.2 操作の流れ
図 3 は，4.1 節の属性を用意し，本手法を用いて構
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築した画像検索システムの操作手順を表している．

(a) は初期画面を表している．カテゴリリングから，
“色” をクリックすると，色の検索キーを表すキーリン
グ（以下，色リングと呼ぶ）が現れる．(b)，(c)，(d)
は色リングを回転した様子である．キーリングを回

呼ぶ）を追加した様子である．これにより，(l) の検
索結果の中から，横長の画像だけが抽出されている．

(n) は，色リング 2 をクリックして，検索キーから 2
色目を削除した状態である．これにより，検索キーか
らグレーがなくなり，緑色の横長の画像が表示される．

ルを利用する．キーリング上から左方向へドラッグす

(o) は，(n) の色リングを回転し，オレンジに合わせ
た状態である．これにより，(n) の緑色の画像と同じ

ると時計回り，右方向へドラッグすると反時計回りと

縦横比を持つオレンジ色の画像が表示される．(p) は，

転させるには，キーリングをドラッグするか，ホイー

なる．ホイールを利用する際には，キーリング上でホ

(o) の縦横比リングを回転させた状態で，(o) と同じ

イールクリックし，ホイールを手前に回転させると時

オレンジ色の縦長画像が表示される．

計回り，奥に回転させると反時計回りとなる．それぞ
れリング下部が，赤や緑であるため，赤い画像や緑色

5. 評

価

雰囲気の検索キーを表すキーリング（以下，雰囲気リ

4 章で述べた画像検索システムを利用して，ユー
ザビリティテストを行った．仮想的なタスクとして，
Web ページを作成するための素材画像検索を設定し

ングと呼ぶ）を追加した様子である．色の検索キーを

た．実際に素材画像を探しているとき，同系色に統一

青，雰囲気の検索キーをパステル調に調整しているた

したい，淡いやさしい雰囲気にしたい，細長いライン

め，淡い青色の画像が検索結果として表示されている．

が欲しいなど，比較的曖昧な情報要求から検索を始め

検索結果の中から，気に入った画像にカーソルを合わ

る場合が多い．そこで，このような状態からでも検索

せると，(f) に示すとおり拡大表示される．

をサポートでき，初心者ユーザも利用しやすいとされ

(f) において，画像を中央へドラッグすると，QBE
が提供され，システムが自動的に検索キーを調節し，

ているディレクトリ型検索と比較した．

(g) のように画面が変化する．(f) では淡い青色の画像
が検索結果として表示されていたが，ドラッグした画
像はより濃い画像だったため，(g) では，若干濃い目

考えに基づいた設計が適切であったか，リング構造は

の青い画像が表示されている．パステル調と言葉では

ユーザでも多次元属性情報を効果的に検索できるとい

ひとくくりで表現されるが，本手法では，微妙に変化

う設計方針の大目的が達成されたかについて調べた．

の画像が検索結果として表示されている．

(e) はカテゴリリングから，“雰囲気” をクリックし，

する値もリングで調整することが可能である．

本ユーザビリティテストでは，検索結果中心という
この設計方針に適しているかを検証する．しかし，直
接設計方針を評価することは困難であるため，初心者

検索結果を評価して検索を進めるために，本手法で

(h) は，色リングを回転し，(g) と同じ濃さのピンク

は，検索結果を閲覧しながら属性や属性値を操作する

色の画像が表示されている．この状態において，雰囲

という本手法独自の機能と，一般によく知られた機能

気リング上で右クリックを行うと，雰囲気リングと色

である QBE が備わっている．そこで，これらを 1 つ

リングが入れ替わり (i) のような画面となる．外側の

ずつ評価するために，2 種類のユーザビリティテスト

キーリングほど，優先順位が高いと見なされるため，

を行った．まずはじめに，本手法独自の機能について

雰囲気の方が優先度が高くなり，検索結果のランキン

検証するため，QBE を除いたバージョン（以下，Ring

グが変化する．

と呼ぶ）と，ディレクトリ型検索（以下，ディレクト

(j) では，雰囲気リングをクリックして，検索キーか
ら “雰囲気” を削除した状態である．これにより，ピ

うまく取り込めたかを特に検証するため，Ring と本

ンク色のすべての雰囲気の画像が表示される．(k) は，

手法（以下，RingF+と呼ぶ）を比較した．

リ型と呼ぶ）を比較した．そして，Ring に QBE を

カテゴリリングから “色” をクリックし，色を表すキー

5.1 ユーザビリティテストの方法

リング（以下，色リング 2 と呼ぶ）を追加した様子で

タスクは，被験者に 2 つの手法を用いて Web ペー

ある．これにより，検索キーとして 2 色指定でき，(k)

ジの背景，タイトルプレート，アイコンの 3 種類の画

ではピンクとグレーを持つ画像が表示されている．(l)

像をそれぞれ探し，図 4 のような Web ページを作成

は，(k) の色リングを回転し，緑に合わせた状態であ

することとした．被験者には画像選択に集中できるよ

る．これにより，緑とグレーを持つ画像が表示される．

う，自動的に Web ページを作成できるボタンを用意

(m) は，カテゴリリングから “縦横比” をクリック
し，縦横比を表すキーリング（以下，縦横比リングと

した．被験者は何度でも画像を指定し直し，Web ペー
ジを作り変えることが可能である．ユーザビリティテ
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作りこまれていないと意味をなさず，使いにくいもの
になってしまうため，実際に利用されている構造が最
適であると考えた．Ring 型で利用する属性は，ディレ
クトリ型の分類を利用することも考えられたが，階層
構造をそのまま利用することは難しく，画像から簡単
に自動で取得できる 4.1 節で述べた属性を利用した．
ディレクトリ型では最適と思われる構造を利用したの
に対し，Ring 型では必ずしも最適であるとはいえな
図 4 サンプル Web ページ
Fig. 4 Sample Web page.

い属性を利用したため，ディレクトリ型が有利な状態
であるが，評価を試みた．
ディレクトリ型のトップページには，季節や描かれ

ストの手順を以下に示す．
［前日］

ている形（ハート，星など）のテーマがあり，選択する
と次の階層には，背景，プレート，アイコンに分類さ

• 被験者が，作成したい Web ページのイメージを
色鉛筆で描いた，もしくは言葉で表現した．

れた各ページへのリンクがある．背景画像中心のサイ

• 被験者が，パソコンの習熟度など，簡単なアンケー
トを記入した．

いたが，プレートとアイコンはある特定のテーマに対

［当日］

• 被験者は，各手法の使用方法について説明を受
けた．
• 被験者が，それぞれの手法の練習をした．
• 被験者が，それぞれのシステムを用いて，Web
ページを作成した．

トであったため，背景はすべてのテーマで用意されて
してのみ存在する．画像数はそれぞれ，背景が 9,084
枚，プレートは 377 枚，アイコンは 734 枚であった．

5.2.2 結果と考察
図 5 は，1 日のインターネット利用時間と，手法の
好みの関係をグラフ化したものである．縦軸の値は，

−5 から 5 の範囲で，負の値が大きいほどディレクト
リ型を好み，正の値が大きいほど Ring を好むことを

• 被験者が，アンケートを記入した．
被験者を 2 つのグループに分けて，手法の利用順序

いたが，かなり Ring を好んでいることが分かる．イ

で影響が出ないようにした．つまり，1 つ目のユーザ

ンターネットを適度に利用する被験者は，ディレクト

ビリティテストでは，ディレクトリ型から使用する組

リ型に慣れているため，ディレクトリ型を好む傾向が

意味する．インターネットを利用しない被験者は 14 人

と Ring から使用する組，2 つ目のユーザビリティテ

あった．しかし，1 日 2 時間以上利用する被験者は，シ

ストでは，Ring から使用する組と RingF+から利用

ステム構築に関心を持つ経験豊富なユーザであったが，

する組に分けた．各システムにおける Web ページ作

ディレクトリ型に慣れているにもかかわらず，Ring を

成時間は最大 10 分と決め，被験者が自分の Web ペー

好む結果となった．いずれにしても，インターネット

ジに満足した場合は，その時点で Web ページの作成

を利用しない初心者ユーザにとって，どちらの手法も

が終了したものと見なす．

初めての利用であったが，Ring を好む結果となった．

5.2 ディレクトリ型と Ring
5.2.1 概
要
本ユーザビリティテストでは，比較的初心者向きと
されるディレクトリ型と Ring を比較した．被験者は中

図 6 は，各画像と作成した Web ページに対する満
足度の平均を表している．−5 から 5 の数値軸に対し
て，0 はどちらでもない状態を表し，負の値は不満足
の度合い，正の値は満足の度合いを表している．背景

学 3 年生 36 人で，1 クラスの授業時間を利用し行った．

以外のプレート，アイコン，作成した Web ページに

ディレクトリ型の階層は，データとして利用したフ

対しては，Ring を利用したときの方が満足度が高かっ

リー素材画像を提供する Web サイト☆ の構造を使用し

た．特にプレートに関しては，t 検定により有意水準

た．Ring で使用する属性を利用してディレクトリを

5%で向上が確認された．被験者は各システムを利用

作成することも考えられたが，色や雰囲気などの連続

するにあたり，同じイメージを持ち，同じ素材画像か

量に対して，適切なディレクトリ名をつけることが難

ら探した．Ring 使用時において，選択したプレート

しかった．また，一般に信頼性のあるディレクトリは

に満足した被験者の全員が，横長の画像を選択してい
た．これらの画像は，ディレクトリ型において，背景

☆

http://giggurat.vivian.jp/index.shtml

として分類されており，ディレクトリ型使用時では目
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図 5 インターネット利用時間と手法の好み
Fig. 5 Relation between time for using computer and
preference.
図 7 各画像，検索手法に対する満足度と手法の理解度
Fig. 7 Satisfaction for each image and search technique
and understanding of technique.

たかを中心に評価を行った．被験者は大学生 24 人で，
アンケート記入後にフォーカスグループインタビュー
を行ったため，4 回に分けて実施した．

5.3.2 結果と考察
図 7 は，各画像に対する満足度，検索手法に対す
る満足度，各手法に対する理解度をグラフ化したもの
である．−5 から 5 の数値軸に対して，0 はどちらで
もない状態を表し，負の値は否定的な度合い，正の値
図 6 各画像と作成した Web ページに対する満足度
Fig. 6 Satisfaction for each image and Web page.

は肯定的な度合いを表している．すべての画像に対し
て，RingF+の方が満足度が高かった．思いどおりに
検索を進めることができたかという検索手法に対する

にすることができなかった．このように，ディレクト

満足度も，RingF+の方が高くなった．これは，既存

リ型においては，ディレクトリ作成者とユーザとの間

の手法である QBE を Ring に自然な形で取り込めた

に意識のずれが生じたり，ディレクトリ名から検索を

ことを示している．操作が 1 つ増えたことに対して影

制約してしまう．Ring はこのような固定概念を与え

響はなく，RingF+の方が操作しやすいという結果と

ることなく，検索に利用したい属性を自由に選択でき

なった．簡単かつ直感的な操作で QBE を提供できた

ることが可能なため，満足度の高い画像を選択できた．

ことを示している．

自由記述において，作成する Web ページがイメー

グループインタビューにおいて，検索中の視点につ

ジしやすかった被験者ほどディレクトリ型を好み，ど

いて質問したところ，検索結果のみ閲覧していた被験

のような Web ページを作成しようか思いつかなかっ

者が約 4 割であった．これは検索キーを直感的に把握

た被験者は Ring を好むことが分かった．Ring を好

し，検索を進めたことを表している．また，漠然とし

んだ理由について，一度にたくさんの画像を閲覧する

たイメージを持っていた被験者からは，リングを操作

ことができたことをあげていた．また，同じ画像を利

しながら検索結果を眺め，気になる画像を中央へ移動

用していたにもかかわらず，Ring の方が画像数が多

させているうちに，自分のイメージが確立されてきた

かったと回答している被験者が大多数であった．被験

という意見も出た．簡単な操作で機能を提供したため，

者が大量の画像を目にすることにより，検索の幅が広

ユーザは悩むことなく次々と検索を進められ，自分の

がったことを表している．

情報要求に適合した方向へ導かれたことを示せた．

5.3 Ring と RingF+
5.3.1 概
要

6. ま と め

本ユーザビリティテストでは，Ring と RingF+を

本稿では，多次元属性情報を対象とし，検索結果中

比較し，QBE をうまく Ring に取り込むことができ

心という設計方針に基づき，初心者ユーザでも利用可

Vol. 48

No. 2

Concentric Ring View F+：マルチメディアデータのためのリング状検索インタフェース

能な新しい検索インタフェース Concentric Ring View

F+を提案した．本手法はリング状構造で，ユーザが
検索結果の評価に集中できるように，簡単な操作と分
かりやすい表示で提供した．属性や属性値の意味，検
索キーを直感的にユーザに把握させたり，システムが
自動的に最適値に調整したりすることにより，ユーザ
の負担を軽減させた．その結果，ユーザビリティテス
トでは，本手法が初心者ユーザに好まれ，満足度の高
い情報を選択できることがが分かった．
限られた範囲内ではあるが，曖昧な情報要求に対し
ても有効性を確認した．各被験者が探したい情報を想
像し検索を行ったため，情報要求の曖昧度や満足度の
レベルには個人差があると考えられる．また，明確な
情報要求に対しての検証は行っていない．明確な情報
要求に適応できるようなデータや属性を用意し，特定
の情報を探すといった状況で，本手法がどの程度有効
であるか検証する必要がある．
また，本手法は検索結果中心という考えに基づく設
計を重視しているため，何らかの形で属性値を調節す
る機能を提供できればよいと考え，リング状構造を採
用した．少人数による予備実験は行ったものの，リン
グという形に対して詳しい検討は行っていない．具体
的にどのような点において有効であるかを検証する必
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