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1 はじめに
生活の中で，人が写真撮影を行う機会は多い．例え
ば，旅行中に旅の軌跡を残すため，また，日常生活の
中で何かを記録するために写真撮影を行う．しかし，
写真の管理に困ったり上手に活用できない／写真を撮
るまでの環境設定が面倒といった問題点が挙げられる．
そこで本研究は，それぞれの場面に最適化された写真
撮影支援システムを提案・実装・運用した．

2 名所カム：撮影スポットを探し出すカメラ

2.1 名所カムの概要

名所カムの概要を図 1に示す．名所カムは，写真共有
サイトの情報を利用して名所を抽出し，ユーザに提示
するデジタルカメラである．本システムを旅行先で使
用すると，他の人が撮影した写真を参考に撮影スポッ
トや名所を知ることができる．また写真撮影からWeb
へのアップロードまで全てを旅先で簡単に行える．今
回，名所カムをスマートフォン上のアプリケーション
として実装した [1]．
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図 1: 名所カムのコンセプト

2.2 実装

プロトタイプは iPhone 上に実装した．iPhone の
GPS 機能を使い，ユーザの現在位置を取得している．
名所情報は，ユーザの現在位置周辺の，Flickr上に登
録された geotag（緯度／経度情報）付き写真を検索す
ることで作成する．具体的には，現在位置を中心にし
た 1辺 4kmの正方形領域を，1辺 400mの正方形から
なる 100の小領域に分け，小領域の中で，過去 2年以
内に継続して写真が 20枚以上撮られている箇所を名
所として定義している．各変数は，Flickrに登録され
た東京都内の geotag付き写真枚数を考慮して設定し
た．そこで，名所候補が見つかった場合，iPhoneのバ
イブモーターを駆動して，ユーザに名所の存在を通知
する．そこでユーザが iPhoneを取り出すと，名所と
して抽出された場所で過去に撮影された写真が表示さ
れる (図 2)．
　ユーザは，写真をタップすることで同一名所内の写
真を写真の横にある Next，Prev ボタンで名所を切り
替えることが出来る．名所候補地の総数は写真の右側
に提示され，各名所の位置は画面下部の GoogleMap

上に示される．
　なお，画面一番上の Update Automatically ボタン
は，こうした名所抽出の作業を一定期間おきに自動で
繰り返すモードのオン／オフを切り替える.
　目的地に到着したユーザが写真撮影を行うには，以
下のようにする．図 2中の snapボタンを押すとカメ
ラの撮影モードになり，スムーズに写真撮影を行うこ
とができる．ユーザは気に入るまで写真の取り直しが
でき，気に入った写真を Flickrにアップロードできる．
その際に，緯度経度情報は自動的に付加される，さら
に必要に応じてタイトル，コメント，評価などのタグ
を追加する．Flickr にユーザが撮影した写真をアップ
ロードすることで将来的に名所撮影スポット情報の拡
充につながり，ユーザにより多様な情報を提示するこ
とが可能になる．
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図 2: 本システムの画面

3 JewelryStudio:多視点からのアクセサ
リ写真撮影・閲覧システム

3.1 JewelryStudioの概要

本研究は，ユーザが撮影台にアクセサリを置くだけ
で，照明を調節し様々な角度からアクセサリを自動撮影
し，多視点から閲覧できるシステム「JewelryStudio」
を提案する [2]．

3.2 コンセプト

JewelryStudioは，アクセサリの細部のデザインや
照明環境による変化を考慮した写真撮影を行うために，
アクセサリの種類に応じてその角度やカメラの高さ／
角度を自動的に調整しつつ，複数の照明下で多彩な視
点から写真撮影を行うシステムである．図 3左上のよ
うに，市販のアクリル製アクセサリボックスの上部に
撮影スペースを統合し，回転制御可能な撮影台，上下
方向に移動／角度調整可能なカメラ，複数の LED照
明，アクセサリの種類を認識する RFIDリーダ，及び
これらを制御する I/Oモジュールや小型 PCなどを内
蔵している．このように，即存の収納ケースにシステ
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図 3: JewelryStudioのコンセプト

ムを統合することで，新たな撮影用スペースが必要な
いように配慮した．
次に，本システムの使用方法を説明する．ユーザが，
アクセサリをアクセサリスタンドに取り付けて撮影台
の上に置くと，システムはスタンドに添付されたRFID
タグでアクセサリの種類の識別を行う．次に，システ
ムはアクセサリの種類に応じたパターンで撮影台／カ
メラを移動させながら，様々な角度からアクセサリの
写真を撮影する．この際，照明の制御も同時に行うこ
とで，複数の照明下での写真を撮影する．さらに，シ
ステムは角度情報を持つ写真を組み合わせて，ユーザ
の操作に応じてインタラクティブに閲覧可能な「多視
点画像」を生成し，Web上にアップロードする．この
ようにユーザは，撮影台にアクセサリを置くだけで，
Web上でインタラクティブに閲覧可能な多視点画像を
生成し，手軽に活用できる．

3.3 実装

本章では，JewelryStudioの実装について述べる．試
作したプロトタイプの外観を図 4に示す．
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図 4: 撮影台部分のプロトタイプ

プロトタイプは，市販の幅 255mm，奥 170mm，高
さ 95mmのアクリル 2段ケースを二つ重ねて使用して
おり，最上段をデバイス収納部に，他 3段を一般的なア
クセサリ収納部として利用できるよう設計した．プロ
トタイプは，USBカメラ（Logicool HD Pro Webcam
C910），RFIDリーダ（Texas Instruments S2000マイ
クロリーダ)／アンテナ，サーボモータ群，LED照明
群，及びそれらを制御する I/Oモジュールと小型 PC
（BRULE Viliv S5)から構成される．サーボモータは
撮影台の下部に 1つ，カメラ部に 2つ用意し，Phidget
Servo Controllerを介して小型PCから制御する．撮影
台は，アクリル製の直径 10cmの円盤をサーボモータ
に固定し，アクセサリボックスの天板を加工して取り

付けた．また，撮影台の下には，RFIDアンテナを配置
し，撮影時にアクセサリを固定するアクセサリスタン
ドにはRFIDタグを取り付けた (図 4の右上図）．これ
により，アクセサリを撮影台に置くだけで (1)自動的に
撮影を開始する (2)アクセサリの種類をタグ付けする
(3)撮影台／カメラの移動パターンや写真の切り出し
範囲を調整する，といった機能を実現し，アクセサリ
の種類に適した多視点画像を生成する．写真撮影に使
用する USBカメラとしては，高解像度 (1920x1080）
かつ高品質なレンズを備える Logicool 社の HD Pro
Webcam C910をアクセサリボックスの側面に設置し
た．USBカメラは，サーボモータに直接ねじ止めして
固定し，上下に傾きを付けられるようにした．さらに，
そのサーボモータをリニアサーボモータに固定するこ
とで，カメラの上下移動を可能にした（図 4右下）．
照明としては，色温度の違う白色パワー LED2種類

（3000／ 6500ケルビン）を使用することで，白熱灯／
蛍光灯下の見栄えを再現するよう工夫した．この 2種
類を 1組として，図 4左上のように撮影台の下に 1つ，
撮影台の正面に 4つを取り付けた．これらのLED照明
は，Gainer Miniを介して小型PCから制御する．アク
リルケース一段目の引き出しの中には，小型PC，サー
ボモータ及び制御基板，汎用 I/O モジュール (Gainer
mini)，RFIDリーダを収納した．なお，一段目の上部
／側面にアクリル板を配置することで，デバイスや配
線が見えにくいように工夫した．撮影したアクセサリ
の写真の一例を図 5に示す．
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図 5: JewelryStudioで撮影したアクセサリの一例．(a)
時計，(b)ネックレス，(c)指輪

システムは，撮影写真とその種類，及び撮影角度を組
み合わせて，オンラインデータベースに保存する．こ
れらの写真は，Microsoft Silverlightで実装したWeb
コンポーネントを介して，Webブラウザ上でインタラ
クティブに多視点から閲覧でき，画像上のマウスカー
ソル位置に応じて，適切な角度の写真を随時表示する
ことができる（図 3右）．
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