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Gooraffiti Umechika：人が消える地下街パノラマビューア
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概要：ナビゲーションアプリケーションをより便利にするには俯瞰表示の地図だけではなく，ユーザと同
じ視点で直感的に空間を表示するパノラマ写真等の背景写真が閲覧できることが望ましい．従来の屋外の
パノラマ写真撮影では撮影位置の記録に GPS が利用できたため比較的容易にナビゲーション用のパノラ
マビューアを実現できたが，屋内では GPS が利用できないという問題がある．また，混雑した屋内公共空
間ではたえず人がいるため，たとえプライバシを考慮して歩行者をぼかしたとしても，そのぼかしの割合
が多く風景写真としての景観を損ねる．そこで我々は停留撮影したパノラマ画像から背景と思われる輝度
値のピクセルを抽出して歩行者を除去し，その撮影時間の待機中に人手で正確な位置を入力するパノラマ
写真作成システムを開発する．日本でも有数の混雑地域である大阪梅田周辺地下街において，歩行者のプ
ライバシを考慮した無人のパノラマビューアの作成に成功した．
キーワード：位置情報サービス，画像処理，ナビゲーション，Web アプリケーション
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Abstract: Toward a really useful navigation system, utilizing spherical panoramic photos with maps like
Street View on Google Maps is eﬃcient. Users expect the system to be available in all areas they go. Conventional shooting methods obtain the shot position from GPS sensor. However, indoor areas are out of
GPS range. Furthermore, most urban public indoor areas are crowded with pedestrians. Even if we blur
the pedestrians in a photo, the photos with blurring are not useful for scenic information. Thus, we develop
a panoramic photo creation system which simultaneously subtracts pedestrians based on background subtraction method and generates location metadata by manually input from maps. Using these methods, we
achieved the Osaka-Umeda underground city panoramic viewer system which displays no pedestrians.
Keywords: location information service, image processing, navigation, Web application
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本論文の内容は 2010 年 7 月のマルチメディア，分散，協調とモ
バイル（DICOMO）シンポジウム 2010 にて報告され，ユビキ
タスコンピューティングシステム研究会主査により情報処理学会
論文誌ジャーナルへの掲載が推薦された論文である．
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このような街中パノラマビューアを作成するには，位置情

1. はじめに

報付きパノラマ写真が必要となる．Google Maps の Street

GPS 搭載の携帯端末が普及し，街中での位置情報検索アプ

View 等の既存のパノラマ写真は GPS と全方位カメラを搭

リケーション，ナビゲーションアプリケーションの開発・利

載した自動車で街中を走行することによって効率的に位置

用がさかんである．いずれにおいても現在地周辺のコンテ

情報付きパノラマ写真を収集している．しかし，建物の中

ンツをいかに分かりやすくユーザに見せるかが課題となって

や地下街といった屋内公共空間では GPS 圏外のため屋外

いる．主流の手法は地図上にアイコンを表示することでコ

と同等の効率で位置情報付きパノラマ写真が作成できない．

ンテンツの地理的関係を表現するものであるが，地図がユー

今後，携帯端末での歩行者ナビゲーションの需要が高まる

ザの視点ではなく俯瞰視点であるため，直感性に欠ける．

につれ，このような屋内パノラマビューアが提供できない

こ の 問 題 に 対 し て ，最 近 で は Google Maps

Street

View *2 や

Mictrosoft Bing

Maps *3 の

*1

の

Street Side，

ことは歩行者ナビゲーションの普及の障害となる．また，
屋内公共空間は屋外の車道や歩道と比べて歩行者が多く，

earthmine *4 といった，街中で撮影したパノラマ写真を位

これらの歩行者のプライバシの考慮も課題となる．現状の

置に基づいて表示するパノラマビューアが登場し，人の視

パノラマビューアの写真は画像処理で人の顔を検出し，ぼ

点での詳細な街中の情景を得られるようになった．これに

かし処理によって歩行者のプライバシを保護しているが，

よって地図によるナビゲーション中に右左折といった方向

混雑した屋内公共空間で同様の手法を用いると，ぼかし

転換の様子や，目的地周辺にたどり着いたときにさらに建

だらけのパノラマ写真になり景観を損ねる可能性がある．

物の入り口等の詳細な情報をユーザに提示できるように

これらの問題をふまえて，我々は各撮影地点で停留撮影

sekaicamera *5 のようにカメラによるリア

し，停留中の待ち時間を利用して地図上の現在位置を手入

なった．他にも

ルタイムの背景を画面上に表示しながらその場の情報を重

力することによって屋内測位の問題を解決するとともに，

畳表示する AR（Augmented Reality）アプリケーション

停留撮影した映像から背景と推測できるピクセルを時間メ

が注目されているが，センサ性能が不十分なため正確な位

ディアンフィルタによって抽出（歩行者を除去）すること

置にコンテンツを重畳表示できていない．

で景観とプライバシ保護を両立できるパノラマ写真作成シ

我々はパノラマビューアの直感性や正確な位置へのコンテ

ステムを開発した．

ンツの重畳表示の簡易性に注目して，パノラマ写真上に位置

我々は実際に全長 6.5 km にわたる大阪・梅田周辺地下街

コンテンツを表示したり登録したりできる実世界指向 CMS

の混雑地域を実験フィールドとして，開発したパノラマ写

（Contents Management System）である Gooraﬃti [1], [2]

真作成システムによって，歩行者を除去したパノラマ写真

を開発してきた（図 1）
．独自のレンダラ [3] によってアイ

を 5 m 間隔の粒度で閲覧できるパノラマビューアを現実的

コンや異なる時間帯の写真をパッチングすることによって

なコストで作成できることを確認した．以降，2 章ではパ

豊富な情報を直感的に閲覧することができる．

ノラマビューアのシステム概要と屋内公共空間のパノラマ
写真作成に関する課題を述べたうえで，開発したパノラマ
写真作成システムの詳細および利用法を述べる．そして，

3 章で実証結果を述べ，4 章で本論文をまとめる．

2. 人が消えるパノラマビューアの開発
パノラマビューアは 3D 描画された球体の内側に全天球
のパノラマ写真をテクスチャマッピングし，球の内側から
パノラマ写真を閲覧するシステムである．このパノラマ写
真を撮影位置に基づいて整理し，隣接するパノラマ写真へ
切り替えて表示することで現地をウォークスルー体験で
きる．我々がこれまでに開発してきたパノラマビューア
である Gooraﬃti のシステム概要を図 2 に示す．Google

Maps や Yahoo!地図*6 といった地図 Web アプリケーショ
図 1 Gooraﬃti

Fig. 1 Gooraﬃti.
*1
*2
*3
*4
*5

http://maps.google.com/
http://www.google.com/intl/en us/help/maps/streetview/
http://www.bing.com/maps/explore/
http://www.earthmine.com/index
http://www.tonchidot.com/ja/services/
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ンとマッシュアップして，地図上に示された位置の最近傍
のパノラマ写真を Google Maps の Street View から位置
検索し表示する．パノラマ写真は表 1 に示すようなメタ
データを持つ．panoId はランダム UUID であり，パノラ
*6

http://map.yahoo.co.jp/
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表 1

パノラマ写真のメタデータ

Table 1 Metadata of panoramic photos.
名称

型

詳細

panoId

text

パノラマ写真の識別子

latlng

geometry point

パノラマ写真撮影地点の緯度・経度

yawdeg

double

パノラマ写真撮影方位（0〜360，0：北）

link panoId

text

隣接する panoId（複数可）

導することが困難である．よって歩行者が撮影写真に写っ
てしまった場合はプライバシを考慮して個人を特定できな
い状態にする必要がある．顔検出等を用いて歩行者の顔を
ぼかす手法 [4], [5] では歩行者が多いため，ぼかしだらけ
の写真になってしまい景観を損なう．またオクルージョン
によって顔を正しく認識できないという問題もある．人が
いない深夜早朝時間帯に撮影する手法も考えられるが，店
舗が閉まっているためシャッタ街のようなパノラマ写真に
なってしまい，これも景観を損なう．
歩行者のおおまかな部分を手作業によって範囲指定して
図 2 パノラマビューアシステム概要

Fig. 2 An overview of panorama viewer system.

欠損領域として扱い，その欠損領域の映像を持つ他の画像
（撮影地点や角度が異なっても可）から類似領域を探し出
し補完する欠損修復手法 [6], [7] を用いて歩行者を除去する

マ写真の識別子として機能するとともにファイル名を示

ことも考えられるが，混雑した環境では歩行者が多く，欠

す．latlng は位置検索に用いられる．yawdeg は撮影方位

損領域の占める割合が多くなってしまい，それらを手作業

を意味し，ウォークスルー時に隣接するパノラマ写真に切

で範囲指定することが煩雑になる．そのうえ，その範囲指

替え表示する際に進行方向を維持するために用いられる．

定した欠損領域で背景のみが写っている写真を選択する手

link panoId は隣接するパノラマ写真の存在や方向をパノ

間もかかる．これらの手間を減らすために欠損領域の一部

ラマビューア上に表示する際に用いられる．以上のとお

に歩行者が写っている写真を妥協して補完用画像として選

り，パノラマビューアを実現するためには，パノラマ写真

択すると精度の良い欠損修復が困難になる．

を撮影位置・方位とともに作成する必要がある．
既存のパノラマ写真撮影手法は 1 章でも述べたように，

一方，歩行者は移動する性質を持つので，背景差分法に
よって背景のみを抽出することができれば目標とする映像

GPS を用いているため屋内での巡回撮影ができない．さ

を自動処理で得られる．屋外での背景画像更新問題を取り

らに，プライバシを考慮して既存手法と同様に歩行者をぼ

扱う研究 [8], [9] では，木々や水面の揺らぎ等の微小な背

かすと混雑地域ではパノラマ写真がぼかしだらけになって

景の変化に耐性のある動的背景モデル構築を実現している

しまい景観を損なう恐れがある．以降の節では，第 1 にパ

が，本論文が対象とする屋内公共空間では照明環境が固定

ノラマ写真の景観を保ちつつ歩行者のプライバシ問題を解

されるため背景の変化を考慮しなくてよい．三宅ら [10] は

決して，そのうえで現実的に撮影位置・方位を記録するパ

屋外の映像を対象として降雪地域の監視カメラの映像から

ノラマ写真作成システムの開発経緯と利用法について述べ

降雪を除去する手法を提案しており，降雪中の環境では背

る．なお，Google Street View は約 10 m 間隔のパノラマ

景の揺らぎが目立たないため，画素の輝度値に時間メディ

写真を公開しているが，屋内公共空間では店舗等の密度が

アンフィルタを適用するのみで降雪粒子の除去に成功して

より高いため，パノラマ写真の生成間隔がより狭いことが

いる．本論文が対象とする環境の特性が三宅らの対象環境

望ましい．地下街やモール等の商業施設では 1 店舗の横幅

と似ていることから，本開発では輝度値に時間メディアン

がおおむね 5 m 程度であることから，5 m 間隔でパノラマ

フィルタを適用することにした．これによって従来のパノ

写真を現実的なコストで位置情報とともに記録することを

ラマ写真生成手法で実現できなかった景観とプライバシ保

目標とする．

護の両立が可能になると期待できる．
輝度値以外にも RGB 値や色相値といった分解能の高い

2.1 輝度分布を考慮した動物体除去およびカメラ死角の
補完
営業中の屋内公共空間では，撮影者が歩行者を自由に誘

c 2012 Information Processing Society of Japan


値の利用が考えられるが，本研究では 5,400 × 2,700 ピク
セル，15 fps の大きな容量の映像をなるべく速く処理した
いことと，三宅らの研究報告でも一定のノイズ除去性能を
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得ていることから輝度値を選択した．また，歩行者を除去

屋内測位手法 [12] としては Wi-Fi 測位 [13], [14], [15], [16]

するために必要な停留撮影時間は長ければ長いほど良い

あるいは，超音波 [17] や赤外線 [18]，可視光通信 [19], [20]，

が，撮影コストを考慮するとなるべく短い時間が望ましい．

不可視マーカ [21] といったマーカ・ビーコンを用いた測位

したがって，その場の混雑具合に応じて，撮影者の判断に

が代表的だが，いずれも目的に合わない．Wi-Fi 測位は多

よって 20〜120 秒の範囲で適宜設定する（実際にはほとん

くの場所でアクセスポイントが観測できるため，インフラ

どの撮影地点が混雑していたため原則 120 秒間停留撮影し

構築コストが低く現実性がある．しかし測位精度はアクセ

た．120 秒よりも短い撮影を行ったエリアのみ手書きでメ

スポイントの配置や建物の構造に依存し環境によって差が

モを残した）．

出るため，本件の撮影間隔である 5 m より高精度な測位を

以下に歩行者除去手順を述べる．現地で行う作業は最初

全域で行うことは難しい．実際に本実証フィールドである

の項目の撮影のみで，残りは研究室の PC で後処理する．

大阪・梅田周辺地下街では付録 A.2 に示すとおり，Wi-Fi

( 1 ) 現地で停留撮影する．

基地局が 1 つ以上観測された地点が全撮影地点の半分に満

( 2 ) 停留撮影した動画の全フレームを静止画に展開する．

たなかった．その他のマーカ・ビーコン等を用いた測位で

停留開始時刻は次節で述べる撮影位置入力ツールに

はセンチメートル単位の高精度が期待できるが，膨大な数

よって記録してある．先ほど述べたとおり基本的には

のマーカ・ビーコンを屋内施設中に設置するコストが高く

停留時間は 120 秒だったため停留終了時刻は開始時刻

現実性に欠ける．

の 120 秒後とした．それより短い時間で停留撮影した

そのほかに，撮影機材にレーザレンジファインダ等の距

箇所については例外的に終了時刻を手入力した．

離センサを取り付け測距情報を記録し，撮影後にそれらの

( 3 ) 全静止画の同一ピクセル座標ごとにピクセルの時系列

センサデータを解析して 3D モデル空間を作成し，その場

を作成する．

の地図・設計図との対応関係を推定することで撮影地点を

たとえば 100 万画素の静止画の場合は 100 万の時系列

見出す手法 [22] も考えられるが，屋内公共空間では扉があ

ができる．

る店舗とそうでない店舗が混在しており，地図上の間取り

( 4 ) 各時系列で輝度値が中央値のピクセルを選択する．
選択されたピクセルがその座標の背景ピクセルとなる．

( 5 ) 選択した背景ピクセルを元の座標に配置して 1 枚の背

と同様の壁が存在しないことがほとんどで，さらに店舗を
はみ出して陳列した商品等もエラー要因となるため，その
まま適用しても目的の測位精度は期待できない．
そこで本論文では撮影時に Web アプリケーション上の

景画像を生成する．
また，多くの全天球パノラマカメラは下部に死角があり，

地図に撮影地点を手入力して位置情報を時刻とともに記録

本研究で使用する Ladybug3 *7 も同様の死角がある．死角

することにした．撮影対象の大阪・梅田周辺地下街の詳細

のあるパノラマ写真をそのまま閲覧すると，臨場感が低下

な地図を Yahoo!地図が提供しており*8 ，JavaScript マップ

する可能性があるため，過去に提案した欠損修復手法 [11]

API *9 を介した Web アプリケーションも構築できる．店

によって死角を埋めたパノラマ写真を生成する．他の滞在

舗の名前と境界線が地図上に描かれているため，現場の店

撮影ポイントでは死角領域を撮影できているため，その対

舗名が分かれば撮影者は的確に現在地を認識できる．作成

応部分を抽出し変形してマッピングすることで死角部分の

する撮影位置入力ツールを図 3 に示す．地図上で撮影箇所

テクスチャが得られる．今回の地下街の撮影では上にも述

をクリックすると，地図上に旗のアイコンが現れると同時

べた滞在箇所を (1) 5 m 間隔に置く，(2) カメラの高さが変

に，画面右側に位置座標と時刻が表示され，同様の情報を

化しない，そして (3) 平坦な廊下を直進するという前提を
考慮することで比較的容易に他のパノラマ写真から死角の
対応点を推測できる．

2.2 地下街地図を用いた位置情報入力
パノラマ写真を位置コンテンツとして閲覧可能にするた
めには，各パノラマ写真の緯度・経度といった位置座標を撮
影時に記録する必要がある．これによってユーザが指定し
た位置に合ったパノラマ写真を閲覧することができる．ま
た，隣り合ったパノラマ写真の撮影位置を知ることによっ
て，隣のパノラマ写真へと延びる軌跡をパノラマビューア

図 3

上に描ける．

Fig. 3 A support tool for inputting shot location.
*8

*7

http://www.ptgrey.com/products/ladybug3/
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サーバに保存する．この時刻とパノラマ映像の撮影時刻を
同期させることで，パノラマ写真に対して位置座標を付加
することができる．加えて，位置記録前に前記録地点から
の軌跡を表示することによって，直進の軌跡を記録しやす
くした．
現地での撮影位置入力手順を以下に示す．

( 1 ) 全天球カメラの録画を開始する．
録画は停留中も移動中も常時行う（移動中の映像も将
来研究で必要になるかもしれないため）
．

( 2 ) 地図上の撮影地点をクリックして停留を開始する．

図 4 撮影機材

Web アプリケーションを通してデータベースに撮影地

Fig. 4 A shooting equipment.

点と停留開始時刻が記録される．

( 3 ) 撮影を終了する場合は全天球カメラの録画を終了す
る．そうでない場合は次に進む．

( 4 ) ロードカウンタ（車輪型測距器具）で距離を測定して
5 m 直進する．
( 5 ) ( 2 ) に戻る．

速度の RAID 構成による SSD を用いた．最終的に合成す
る全天球パノラマ写真の解像度は 5,400 × 2,700 ピクセル
になる．開発したパノラマ写真作成システムの撮影位置入
力ツールは Web アプリケーションのため，3G モデムを用
いて常時インターネット接続性を確保した．下段には UPS

人手に頼る作業となるが撮影位置入力に要する時間は停

（無停電電源装置）を設置している．ノート PC のバッテリ

留時間に比べて短いため作業者の負担にはならないと判

は撮影時に 1 時間程度しか持たないため，バッテリ交換時

断した．以上によってメタデータの latlng が生成できる．

に PC への通電を維持するために UPS からノート PC に

yawdeg は前回の停留地点と今回の停留地点を結ぶ直線が

給電した．

示す方向となるので自動生成可能である．linked panoId

撮影作業を通して得られた知見を以下に述べる．

は手作業によって登録した．

• 地図と実際の間取りの齟齬

また，台車の天板に Android 端末を載せて Wi-Fi 電測

位置情報を入力する地図に Yahoo!地図を用いたが，い

情報（ESSID，BSSID，RSSI（電界強度）
）
，加速度センサ

くらか実際の間取りと異なる箇所があり位置入力に戸

値，地磁気センサ値を常時記録した．これは今後センサ

惑ったことがあった．また，店舗のない長い通路では

データを解析することによって屋内測位に役立つ可能性を

地図上に分かりやすい目印がなかったため，地図上の

期待して行った．なお，現地でネットワーク接続性のない

現在地を決定するのに時間を要した．開発した撮影位

Android 端末がほとんどだったため，他のメタデータとの

置入力ツールは現在地をクリックして位置を入力する

時刻同期を後でできるように撮影開始直後に Android 端末

機能しかなかったが，前停留位置から固定長で直進し

の時計表示を Ladybug3 を通して録画した．

た場合の箇所をガイド表示する機能を今後追加した

3. 現地撮影結果と考察
3.1 現地撮影
全長 6.5 km の大阪・梅田周辺地下街通路でパノラマ写

い．しかし，そもそも手入力ではなくシステムによっ
て屋内測位できることが望ましいので，今後の現実的
な高精度屋内測位システムの普及に期待したい．

• ホワイトバランスの考慮

真の撮影を行った．5 m 間隔で停止して撮影者の判断で混

Ladybug3 は搭載する 6 台のカメラのホワイトバラン

雑状況に応じて 20〜120 秒の停留撮影を行った．全部で

スを統一する必要がある．自動調整設定にしていると

1,108 カ所の停留撮影を行い，交差点等で撮影した重複を取

歩行者の状況によって停留中にホワイトバランスの設

り除いた公開地点は 1,079 カ所となった．撮影機材は図 4

定が変わってしまい時系列中の輝度値が不要に多様に

に示すとおり，台車の最上部に三脚を固定してその上に

なってしまうので，ホワイトバランス設定は停留中に

Ladybug3 を設置した．高さは 1.8 m 程度になり，この高

固定する必要があった．似たような照明環境が続く場

さから撮影すると，台車および台車の側にしゃがんだ撮影

合は同じ設定で複数の停留撮影ができたが，照明環境

者はカメラの死角にちょうど入り込む．天板には Android

が変化したときにホワイトバランスの再設定を失念し

端末を 5 台水平に設置した．中段にはパノラマ写真の記録

ている箇所があり再撮影したことがいくらかあった．

と撮影位置入力ツールが動作するノート PC を設置した．

また，照明の真下に停留したときに上方の映像が白飛

Ladybug3 は解像度が 1,600 × 1,200 ピクセルのカメラを 6

びしてしまった箇所もあった．作業者全員にカメラの

台搭載しており，IEEE1394b 経由で最大 15 fps のフレーム

利用技能が求められた．

レートで撮影できるため，これに十分対応できる書き込み

c 2012 Information Processing Society of Japan
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• バッテリ不足

もや

認できる．しかし，廊下の奥に近づくにつれて黒い靄がか

先ほども述べたように 6 台分のカメラ映像を常時録画

かっている．これは，廊下の奥ではいつまで経っても誰か

しているためバッテリ消費が激しく，1 つのバッテリで

が通行している映像になっており，背景よりも歩行者たち

1 時間程度しか撮影ができない．撮影中に通信トラブ

の登場頻度が高く輝度値の中央値が歩行者のものになって

ル等で作業が滞り，交換用のバッテリを使いきった後

しまったことが原因である．とはいえ，この靄の割合は画

UPS の給電で稼働させたがこれも使いきって撮影作業

像全体からすると少なく，景観と歩行者のプライバシの保

を早期終了した日が 1 日あった．潤沢なバッテリの準

護を両立させた写真が作成できることが確認できた．

備が必要なことが分かった．また，本撮影では他の研

歩行者除去処理をした 1,108 枚のパノラマ写真を研究室

究での活用も考慮して最大フレームレートの 15 fps で

の 23 人の学生に 1 人あたり約 50 枚，表 2 に示す項目で主

録画を行ったが，歩行者除去に必要なフレームレート

観評価してもらった．人と判別できる人数が 2,246 人と平

はこれより低くても問題ないと考えられるため，今後

均して 1 枚あたり 2 人の映り込みがあることになるが，鮮

は歩行者除去に必要最低限なフレームレートを見出し

明な顔の数は 7 とその割合は 0.3%となった．人と判別で

録画に対するバッテリ消費量を軽減したい．

きる人数あるいは風貌で個人特定できる人数が多かった写

• 作業者の労力

真を確認したところ，待ち合わせや行列待ちで停留撮影中

停留撮影中はカメラの死角内でしゃがむ必要があった

にまったく動かない人たちがほとんどだった．鮮明な顔に

が，この姿勢での長時間の待機は体力を要することが

ついては撮影機材を眺めているものがほぼすべてだった．

分かった．椅子に座ってもカメラの死角に収まるよう

これらの人数を減らすには停留時間をより長くするか，個

な台車を今後設計する必要がある．また，作業員数は

別に欠損領域補完を適用する必要がある．なお，付録 A.1

ロードカウンタを持ち歩く者と台車を移動する者の計

に中央値以外の輝度値を持つピクセルを採用した場合の歩

2 人で行っていたが，不足することがあった．稀に撮

行者除去結果について述べる．中央値よりも明るい色を採

影作業に興味を持ち話しかける歩行者（質問者）がお

用することでより良い歩行者除去性能を得ているが，手法

り，長時間カメラに映り込まないように適宜動きつつ

がアドホックで本フィールドの撮影時期にのみしか有効で

会話をする対応が必要で，この対応中に停留撮影が終

ないと考えられるため参考にとどめておく．

了すると質問者との対応が終わるまで次の停留位置に
移動できなかった．

3.2 歩行者除去性能および死角補完結果
図 5 に原画像（動画中の 1 フレーム）と時間メディアン

次に，欠損領域補完結果を図 6 に示す．図 6 (a) はカメ
ラの死角部分が黒く塗りつぶされており，これをパノラマ
ビューに用いて下を向いた場合に臨場感を損ねる可能性が
ある．図 6 (b) はタイルの線がスムーズにつながっており
臨場感を損ねないコンテンツを生成できていることが分か

フィルタを適用した歩行者除去結果を示す．原画像では数
えきれないほどの人数の歩行者が除去されていることが確

表 2

歩行者除去性能の主観評価

Table 2 Evaluation results of the pedestrian subtractions.
評価項目

値

人と判別できる人数

図 5 歩行者除去結果

Fig. 5 The results of the pedestrians subtraction.
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2,246

風貌で個人特定できる人数

59

風貌で個人特定できる人を含む写真数

34

鮮明な顔の数

7

鮮明な顔を含む写真数

7

図 6

欠損領域補完結果

Fig. 6 The result of the inpainting.
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る．多地点から導入する欠損領域該当部分は現状では撮影

ステムでまだ活用できていないため，得られたセンサデー

時の制約（撮影間隔，カメラ高さ固定，直線移動）を活用

タに対する考察は付録 A.2 にまとめる．

した半自動入力によって指定しているが，全自動ではない．
すべての写真に対して本手法を適用するのは手間がかかる
ため数枚の写真への適用にとどまったが，今後はセンサや
画像の局所特徴量を活用して自動化を図りたい．

4. おわりに
地図に代わる直感的なナビゲーションシステム基盤とし
てパノラマビューアに着目した．パノラマビューアの構築
にはパノラマ写真の撮影と撮影地点の記録が必要となる．

3.3 地下街パノラマビューアの構築
PC ブラウザ用クライアントのスクリーンショットを図 7
に示す．ブラウザ上での 3D 描画は Google より提供されて

O3D *10 を利用した．Google

屋外のパノラマビューア構築手法は確立しつつあるが，公
共屋内空間での測位手法および，混雑エリアでの歩行者の
プライバシの考慮が課題となっていた．この課題に対して，

Maps の Street View と

停留撮影映像に時間メディアンフィルタを適用し歩行者を

同様，パノラマ写真上にオーバレイ表示する道路をクリック

除去するパノラマ写真作成システムを開発し利用すること

して隣接するパノラマ写真に移動することができる．2.2 節

によって景観とプライバシの考慮を両立させたパノラマ写

の手法によってパノラマ写真のメタデータを作成した結果，

真の作成を実現した．またその滞在時間を利用して人手に

地図上の軌跡を見ると分かるように，撮影ルートと同様の

よって地図上に正確な位置を記録する撮影位置入力ツール

軌跡が描かれた．さらに，近接の撮影ポイントをつないで

を開発し，撮影した全パノラマ写真に対して正確な位置を

軌跡を描画する実装をしたため，地図の左側のような 2 列

紐づけることができた．

いる

で撮影した広い廊下では，はしご状の軌跡ができあがった．

撮影作業を通して，カメラのホワイトバランスの調整や

スマートフォンでも 3D 描画が可能なため，iPhone と

バッテリ不足，作業者の労力等の問題が明らかになったた

Android 用のクライアントをそれぞれ作成した（図 8）．比

め，今後の運用方法についての改善を図りたい．特に作業

較的高性能とはいえ，携帯端末はメモリ容量が少なく，パ

者の労力については停留撮影中の待ち時間の短縮が効果的

ノラマ写真を PC ブラウザと同様の解像度で再生すること

だと考えられる．現状のシステムはその場の最適な時間を

はできなかったため，1,024 × 512 のテクスチャ画像に縮

動的に見出せないため，原則 120 秒間停留したが，たとえ

小してデータベースに保存したものを利用した．スマート

ば歩行者除去処理をリアルタイムに行いプレビューを画面

フォンの解像度に対して十分明瞭な画像が再生できている．

上に表示できれば，歩行者を除去した写真の景観に納得し

なお，撮影時に記録した Android 端末のセンサ値は本シ

た時点で停留撮影を終了することができる．
また，地図と実際の間取りの齟齬や，長い通路等の目印
のない箇所で撮影者の負担が大きかったことや，地下街で
クライアントにその場の実世界指向コンテンツを提供でき
ることが望ましいことから，今後は店舗が識別できる目安
となる 5 m 未満の精度の屋内測位システムの実現が望まれ
る．実験中に得られた Wi-Fi 基地局観測履歴を確認した
ところ，現状の Wi-Fi 測位では目標精度は達成できないこ
とが分かった．今後は Wi-Fi 測位専用アクセスポイント
を積極的に設置するような Wi-Fi 測位の改善や，携帯端末
で撮影した映像と撮影済みのパノラマ写真のテンプレート
マッチングによる測位・姿勢推定手法の実現可能性を検証

図 7 PC ブラウザ版 Gooraﬃti Umechika

Fig. 7 Gooraﬃti Umechika for PC web browser.

したい．
謝辞 大阪・梅田周辺地下街のパノラマ撮影の機会を設
けていただいた「地下街マップ検討協議会」に感謝いたし
ます．また，本研究の一部は，科学研究費補助金若手研究
（B ）
（23700093）の支援によるものである．
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録

A.1 中央値以外の輝度値を採用した場合の歩
行者除去結果
3.2 節の結果より輝度値の中央値を採用すると廊下の奥
に黒い靄が残ることが分かった．黒い靄に該当する，ある
座標の輝度分布を図 A·1 に示す．背景ピクセルは輝度値

200 付近にあるが，輝度値 10 付近にもピークがあるため中
央値が背景ピクセルのものより低くなり，結果として靄が
発生する．これは撮影時期が 3 月でまだ寒く，歩行者が暗
い色の服を着ていたことが原因だった．
そこで，採用する輝度値の基準を変更することで背景に
該当するピクセルを抽出できるか検証した．本論文で取り
扱った時系列の輝度値の百分位値を k 値とする．すなわち
時系列中の最も暗いピクセルは k = 0 に位置し，最も明る
いピクセルは k = 100 に位置する．
図 A·2 に k 値を 0 から 100 まで 10 ずつ変化させた様子
を示す．k 値が上がるにつれて歩行者の画素が減少してい
る．k = 30 あたりから歩行者部分を占める割合が大きく下
がり，廊下の奥に黒い靄が残った映像になった．この靄は

k 値の上昇にともない消えていくが，k = 100 になると明

図 A·1 輝度値のヒストグラム

Fig. A·1 A histogram of brightness.
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図 A·2

k 値を 0 から 100 まで変化させたときの歩行者除去結果

Fig. A·2 Pedestrian subtraction results (k: 0–100).
表 A·1 1,108 枚のパノラマ写真に対する k 値 50 と 80 での歩行者
除去性能の比較

Table A·1 Evaluation results of the pedestrian subtractions
on 1,108 panoramic photos (k: 50, 80).
k値

取得したセンサ値の特性を考察し，今後どのような屋内測
位システムが大阪・梅田周辺地下街のような環境において
現実的なコストで実現可能かを示唆する．

50

80

2,246

1,474

風貌で個人特定できる人数

59

31

風貌で個人特定できる人を含む写真数

34

21

鮮明な顔の数

7

1

鮮明な顔を含む写真数

7

1

人と判別できる人数

きには屋内測位システムが必要である．本節では撮影時に

撮影中の Wi-Fi アクセスポイントの観測状況を図 A·3
に示す．1,079 の公開撮影地点に対して，アクセスポイント
が 1 つ以上観測できた箇所は 468 と半分に満たなかった．
すなわち半分以上の箇所で Wi-Fi 測位が不可能で実用性に
乏しいことが分かる．また，3 つ以上のアクセスポイント
が同時に観測されたのは 286 カ所にとどまった．アクセス
ポイントが観測できる箇所でも，測位に有利な基地局配置

るい服を着た歩行者や，店舗従業員が運ぶ明るい色の台車

とは限らず，店舗を区別できる目安となる 5 m 未満の精度

等が写り込んでしまい，景観を損なっている．

での測位は困難であると思われる．Wi-Fi 基地局の設置は

目視での確認によると k = 80 で最も靄が少なく，また

インターネット接続性の提供が主目的のため，今後 Wi-Fi

背景より明るいピクセルのノイズが少なかった．続いて，

測位をこのフィールドで実用レベルにするには，たとえば

3.2 節と同様の主観評価を，k = 50（中央値）と k = 80 で

測位に必要なビーコンのみを出力するような測位専用アク

比較した結果を表 A·1 に示す．中央値よりも k = 80 の方

セスポイントの設置が望まれる．

が性能が良いことが分かる．本撮影時期においては以上の

地図やパノラマビューを用いたナビゲーションでは方位

結果となったが，それ以外の季節では歩行者の服がより明

も重要な情報となる．Android 端末を鉄製の撮影台車の天

るくなるため，輝度値の統計が大きく変わり k = 80 の性

板上に置いてしまったため，撮影中の地磁気センサの値は

能は低下することが予想できる．今後，さまざまなフィー

まったく信頼性のない値となってしまった．後日改めて，

ルドおよび季節の映像を検証し，以上のようなパラメータ

地下街の地面数カ所に刻まれている方位を正解として，地

調整がそもそも有効か否か，また有効だった場合はそのパ

磁気センサの値を 2 機種で 10 カ所測定したところ図 A·4

ラメータ調整範囲を検証したい．

のようなヒストグラムを得た．100◦ を超える飛び値が存在

A.2 地下街でのスマートフォン内蔵センサの
有用性
今回は位置を手入力したが，ユーザが現場で利用すると
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するが，おおむね ±40◦ に収まる値となった．これは，地
図上に方位を表示するには不十分な精度ではあるが，画像
テンプレートマッチングの検索対象の絞り込みには有用な
値であるといえる．すなわち，その場で撮影した写真を撮
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図 A·3

Wi-Fi 基地局の観測状況

Fig. A·3 Wi-Fi access points visibility.

の天板を水平に保っているため，加速度センサの信頼性が
高ければ 0◦ に値が集中するはずである．停留撮影ポイント
が明らかに坂道である場合や，停留撮影時に端末の稼働状
況を確認するために端末を持ち上げたときの値は除外して
いる．結果はおおむね ±10◦ に収まる分布となった．こち
らも先ほどの地磁気センサでの議論と同様に，画像テンプ
レートマッチングの検索範囲を狭める用途に活用できる．
推薦文
本研究は，混雑エリアにおいてパノラマ写真合成する際
図 A·4 方位センサ値の分布

に必要な，人物を消し去る合成処理を提案している．本手

Fig. A·4 The histogram of the azimath values.

法の有用性を日本でも有数の混雑地域である梅田地下街に
おいて確認しており，有用性が高いため推薦する．
（ユビキタスコンピューティングシステム研究会主査
椎尾一郎）
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Fig. A·5 The histogram of the pitch values calculated from the
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