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要旨

ネットワークを利用した情報 �コンテンツ"の流通は，長らく特定の生産者・提供者

�プロバイダ"から多数のユーザへの一方向配信が主流であったが，2�	%�3�� 4	%"

や �!���	���� !��5	�/ �������"等ユーザ発信型の情報共有サービスの普及により，

多数の一般ユーザによる多様な配信が実現されるようになった．個々のユーザが発

信する情報 �'	
���� ��
������ ������ '��"は，情報共有サービスが提供する

トラックバック，ソーシャルタグ，6�� フィード生成等の機能を利用することで相

互連携を容易に実現し，巨大な情報アーカイブを形成している．しかしそれら'��

の連携は，特定のシステムやサービスを利用した場合に機能するものであり，その

他の一般3��サイトに存在する情報や，サイバー空間外の実空間に存在する情報を

対象として連携を行うことはできない．本研究は，連携の起点として画像コンテン

ツに着目し，画像から特徴量を抽出して識別子を生成する画像 ��化方式と，その

画像 ��をキーとしてユーザが関連する情報の入手やコミュニケーションを実現す

る情報連携サービスについて提案するものである．画像 ��とリンク情報を関連付

けることにより，画像コンテンツ自身をリンクアンカーに設定し，実空間 �アナロ

グ"・サイバー空間問わず，存在する画像コンテンツから特定の関連情報 �メタデー

タ"へのリンクを可能にする．リンク元となる画像の取得と ��化処理を全てモバイ

ル端末 �カメラ付き携帯電話等"で実現し，ユビキタス環境におけるサービスリモコ

ンとして利用することで，現在サイバー空間において実現されている情報連携サー

ビスの適用領域を実空間のコンテンツへと拡大可能であることを示す．上述の情報

連携サービスとして，実空間の画像コンテンツを起点として情報を連携させるソー

シャルネットワークサービス，物理メディアと放送・通信を融合化するコンテンツ

提供サービス，及びコンテンツの権利情報等メタ―データの参照・管理サービスを

具体化し提案する．権利情報の管理においては，コンテンツ提供者による流通分析

やフィードバック受付のため，画像 ��化による識別方法で対応できない同一種画像

の個体識別に対する実現要求も想定し，電子透かし技術を用いた流通方式との連携

についてもあわせて提案する．

画像 ��化は，画像の局所領域における平均画素値の相対的分布特性を画像の特

徴量とし，登録画像の特徴量と照合を行う独自の画像識別方式により実現する．画



像を!個の矩形ブロックに分割した後，各々のブロックにて 7つに分割した領域の

平均画素値の差分 �勾配"を符号化し，勾配の系列を画像の特徴量として識別に用い

る．画像の同一性については，画像特徴量を!次元ベクトルとした時のユークリッ

ド距離の逆数をベースとし，照明変動によるブレを吸収する補正を加えた独自の類

似度関数を用いて判定する．特徴量に画素の絶対値を用いないため，カメラ撮影で

生じる照明変動等劣化にも影響を受けにくい点と，簡易なアルゴリズムでの実現に

より &'に比べて処理能力・メモリ容量等リソースが限られるモバイル端末を用い

て，従来の画像識別方式では必須だった通信とサーバ処理を行わずに，モバイル端

末内部で全てを実装可能である点が特徴である．画像全体に一定の傾斜を持つ輝度

変化が生じた場合の机上シミュレーションを行い，カメラ撮影時の一般的照明変動

下にて十分な識別性能を維持可能であることを示した．提案方式を実際に &'で実

装し，写真撮影による様々な劣化を想定したサンプル画像を用いて適合率，再現率

等の識別性能を測定し，その他類似の画像識別方式と比べて高い性能を示すこと確

認した．

提案する画像 ��化方式を市販の携帯電話に -�8�アプリケーションとして実装

し，実在する写真共有サイトと連携するプロトタイプを作成して検証を行った．印

刷やディスプレィ表示された画像コンテンツを携帯電話付属のカメラで撮像し，撮

像画像の補正，画像の ��化 �特徴量の抽出"，同一画像判定の処理を端末内で実行し

た後，画像情報が提供されている画像共有のサイトへとリンクする一連の機能を実

現した．実際に端末付属のカメラにより撮像したピンボケの画像や，照明の反射が

写りこんだ画像などからでも，9�を切る速度で，画像 ��の取得と関連付けたメタ

データに基づく結果表示が可能であることを確認し，本提案方式が，モバイル端末

を用いた情報連携サービスとして十分なフィージビリティを有することを示した．
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