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図 2 タイトルに Attribute を含む論文数の経年変化

Attribute による画像認識・
画像検索
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Low-level 特徴空間を，各カテゴ

方法も模索されています．文献 7）に

右）．車とバイクにあって，馬と犬に

リーが区別できるように分割していく

提案されている手法では，まず，識別
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名付けることができます．一方で図中
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的にはシンプルでありながら，さまざ

解可能であるという特性を活かした新

参

考

文

献

1）A. Farhadi, I. Endres, D. Hoiem and D. Forsyth: "Describing
objects by their attributes", In CVPR（2009）
2）C.H. Lampert, H. Nickisch and S. Harmeling: "Learning to detect
unseen object classes by between-class attribute transfer", In
CVPR（2009）
3）B. Siddiquie, R. Feris and L. Davis: "Image ranking and retrieval
based on multi-attribute queries", In CVPR（2011）
4）D. Kun, D. Parikh, D. Crandall and K. Grauman: "Discovering
localized attributes for fine-grained recognition", In CVPR（2012）
5）T.L. Berg, A.C. Berg and J. Shih: "Automatic attribute discovery
and characterization from noisy web data", In ECCV（2010）
6）M. Rastegari, A. Farhadi and D. Forsyth: "Attribute discovery via
predictable discriminative binary codes", In ECCV（2012）
7）D. Parikh and K. Grauman: "Interactively building a
discriminiative vocabulary of nameable attributes", In CVPR
（2011）

う め だ

たかゆき

梅田

崇之

（2014 年 5 月 30 日受付）

2010 年，名古屋大学工学部卒業．
2012 年，同大学大学院工学研究科修士課程修了．
同年，NTT サイバースペース研究所入社．現在，
NTT メディアインテリジェンス研究所研究員．主
に画像認識に関する研究開発に従事．

い り え

ごう

入江

豪

2004 年，慶應大学理工学部卒業．
2006 年，同大学大学院修士課程修了．同年，NTT
（株）入社．以来，画像検索，マルチモーダル解析と
応用の研究に従事．2012 年〜 2013 年，米コロンビ
ア大学客員研究員．現在，NTT メディアインテリ
ジェンス研究所研究員．博士（情報理工学）
．正会員．

キーワード募集中
この企画で解説して欲しいキーワードを会員の皆様から募集します．ホームページ（http://www.ite.or.jp）の会員の声
より入力可能です．また電子メール（ite@ite.or.jp），FAX（03-3432-4675）等でも受け付けますので，是非，編集部まで
お寄せください．

（編集委員会）
（57） 651

