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画像処理とは具体的に
どのようなことですか？

●信号処理は電気系の基
礎的な科目としてとても重
要視されています。馬場
口 登 先 生の 研 究 室 で は
「マルチメディア」…つま
り音声・画像・映像
に対する様々な信号
処 理 技 術 の 研 究を
されています。

馬

画像処理にはいろいろあります。

快
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な
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に

ここ 15 年ほどは、画像を見やす

くするとか、数時間にわたる映像の中の
いい場面を自動的に探す研究に取り組ん
でいます。朝から家に帰るまでには、一
日を通していろんなことがあります。かり
にその様子を撮影して、それを自動的に
編集できる。それが究極の目的です。中
でも現在取り組んでいる研究のひとつに
「プライバシー保護 処 理」があります。

人と人との関係に応じて見せる画像を変える

名前のように個人が特定できるものをプ

どのく
〜
〜 誰に、
誰に、
どのくらい見せるか…は自分で決めたい
らい見せるか…は自分で決めたい 〜
〜

りませんが、個人にたどり着けるソーシャ
馬場口 登 先生

ライバシー情報とよびます。日本にはあ

すべからくプライバシー情報です。例え
どり着ける情報はあります。画像情報の

グーグル・ストリートビューや公共

中にも、センシティブなプライバシー情

空間の監視カメラ、街中の人が持つ

報があります。一つはやはり顔です。顔

カメラ付き携 帯。便 利な世の中に
なった一方、思いがけず被写体とな
りその映像がひとり歩きする…そん

の代表的なものが顔や姿形です。それに
対して、見せたい人には見せてもいいし、
見せたくない人にはちゃんと隠す処理が
大事になってきます。
具体的にはどのような
技術をつかいますか？

ルセキュリティナンバーのようなものは、
ば、データベース情報の中にも個人にた

をみたら誰だかわかる。そして名札。文
字が読めれば名札を見て誰かということ

馬

基本的に画像処理の技術を使っ
ています。ところで「プライバシー

の感覚」は、人それぞれですよね。私が
どこかに映った時、そんなのは誰に見せ
てもいいと思いますが、あなたはどうです
か。
私はいやです。
本当にいや。

が識別される。今の技術だと、顔がわか
り、誰かが分かれば、データベースまで

な危険性の中を私たちは生きていま

たどり、特定の人の年収・職業・家族ま

す。このような現代社会の怖さ。そ

でわかる可能性があります。プライバシー

れは「自分の情報」さえ自分でコン

面で厄介なことは、その他にもいろいろ

よっては見せてもよい時もありますよね。

あります。たまたま道で撮影した写真に

例えば、幼稚園にいるわが子を遠くから

家や表札が写っていることがあります。

見る時に、自分の子どもの顔は人には見

なにげなく見た映像でも、周囲に映る文

せたくないけど、親は見たいと思いますよ

トロールできていないことにあるの
ではないでしょうか。画像を
れる人と見る人の関係によって、見せ方を変える
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撮ら

馬場口研究室ではそんな技術

馬

ではその「いや」というのは、全
員に対していやなのか…場 合に

字から、一定の個人情報とつながり、そ

ね。撮影した画像には自分の子どもを含

の研究に取り組んでいます。「隠したい」はずのプライバシー情報も、相手や状

の家の持ち主や家の中のことまでわかっ

め他人もそこに映っています。親が見る

況によっては「見せたい」となりうる…という側面があることに着目した研究。プ

てしまうのです。このように撮影画像に

時には、自分の子どもの顔はしっかり見

ライバシー保護処理の現場をのぞいてみましょう。

は個人のプライバシーにたどり着ける情

えても、
よその子はぼやっとぼける。また、

報がいっぱい散らばっているのです。そ

別の保護者には自分の子どもはよく見え
2
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ないようにするのです。集合写真でも、

ビューでは「ぼかし」が使われています。

す。そのためにはメンバーを決めておくこ

見る人によって、表示される画像の状況

顔あるいは体に、モザイクをかけてわか

とが大事なのです。あらかじめ誰に対し

を変える。たとえば図 1 のように「画面

らなくする。エッジと呼ばれる輪郭だけ

てはどこまで表示するかを決めておけば、

A」と「画面 B」で、被写体の画像を変

で表示する方法もあります。棒や点で表

被写体によってコンピュータが自動的に

えるわけです。

す方法もあります。棒で表すとどれくらい

判断して画像処理を行うのです。このと

の人数の人がいるかがわかるのです。こ

き、固定カメラで撮影していると、背景

のような画像処理を自動的に行う研究を

の映像は分かっています。

しています。
画面 A

画面 B

図1

そのためには、画像の中に誰が映りそ
して誰が見るのかを判断しなければなり
ません。画像に映っている人が誰で、見
る人に対しどのような画像処理をすべき

アリス：このように「これは出す、
こっち
は出さない」というのは、自動的に判断
されるのですか。それとも法則を覚え
させておくのですか。

馬

ここで最初に開発したシステムは、
会社や学校、マンションのように

かを決めるわけです。その処理の方法は

メンバーが特定されるようなところで使用

さまざまです。何も処理せず、実写をそ

します。特定メンバーを対象にする場合、

のまま映すというのが一つ。ほかにも抽

今、画像に映っているのは誰かというこ

象度によってシースルー、モノトーン、モ

とは自動的に判断できます。この被写体

ザイク、シルエット、バー、ドット、透明

を誰に対して、どのくらい見せるかという

などの映し方があります。
（図 2 参照）

ことをあらかじめ決めておきます。例えば、

この「透明」とは、本当はそこに人が

私の家族にはすべて見せるが「知りあい

いてもあたかも存在しないように隠してし

のあの人には服は見せないが、私の顔な

まうのです。透明人間のようになにも見

ら見せてもいいわ」とか、全然知らない

せません。また、グーグル・ストリート

人には何も見せない、とかを決めるので

馬
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快
適
な
馬
成された画像だけで構成されてい 暮
ら
ますが、実際の世界ではそうはいかない し
の
ことが多いのです。 昨日まで何もなかっ た
め
たところにオブジェクトを放置されると、 に

アニメーションの場合はすべて生

先に背景だけ
撮っておくということですね。

それは背景になってしまいます。それも
背景のモデルとなっていくわけです。画

そう。監視カメラなどで四六時中

像処理では精度よく背景と前景を分ける

固定カメラで撮影していて背景が

ことが重要になってきます。このような

わかっていれば、ここに人か犬かわけの

画像処理や画像認識の方法については、

わからない変なものが入ってきても、背景

まだ完璧なものはありません。次に抽出

との差から画像処理して取り出すことが

した被写体が誰であるかを判断すること

できます。つまり、背景の上にオブジェ

が重要になります。背景の前に現われた

クト１、オブジェクト２が重なるという画

物体が A さんか B さんかそれを判断する

像生成モデルをベースに画像の処理をし

必要があります。その方法として、
①顔を

ます。そして、この現れたオブジェクト

認識して個人を特定する②動き、歩き方

の領域だけ切り取れば、先ほどのような

などを認識する…というやり方がありま

抽象化の処理は比較的簡単です。透明

す。実はこの辺りの認識は、前景と背景

にしようと思ったら、これを抜いちゃえば

に分ける技術よりはるかに難しいのです。

いいわけです。

例えばデジカメは、撮影時に顔のところ

アリス：そうすると、この被写体の背
景は静止していなければならないので
しょうか？

馬

図2

アリス：背景の上にオブジェクト１、
２と
載せていくという考え方はアニメーショ
ンの作成過程と似ていますね？

にピッと枠が出てくるでしょう。あの 顔
認識は、フレームの中である程度顔が大
きいと上手くできるのですが、監視カメ

確かにひらひらと動く背景ではこ

ラのように上の方から撮影したり、映っ

の種の画像処理は難しいのです

た顔が小さいと、認識できないことが多

が、長時間観測すると背景の統計的な

いのです。そこで我々は、顔画像や動き

モデルが得られます。木立が風で揺れて

で 個人を認 識する確 度を高めるため、

いても、四六時中この画像を撮っておく

RF-ID タグ（ ID情報を埋め込んだタグか

と、統計的にここのあたりの葉っぱはど

ら、電磁界や電波などを用いた近距離の

の程度揺れるかが分かります。いっぽう、

無線通信によって情報をやりとりするも

人物が現れて画像が大きく変われば、画

の）と画像処理を併用して、画面に映っ

像処理によって高い精度で、それが判断

ている人を特定する研究に取り組んでい

できるのです。

ます。RF-ID タグを併用すると誰がその

3
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このシステムは公共の場でも
使われるのでしょうか。

エリア内にいるかという情報はわかりま
す。それを組み入れた我々のシステムを
PriSurv と呼んでいます。

馬

公共空間は想定していません。個
人個人の関係を明確にすることが

馬

カメラが動くと背景も動

このシステムでは “誰にどのくら
い画像を見せるか” をどのように
決めているのですか。

難しい公共空間では、デジタルジオラマ
というプライバシー保護の別のやり方を

も難しい。その点、定点カメラ

開示レベルは、映っている被写体

ご提案しています。公共空間では撮影さ

で背景のモデルが精密に定義で

に対し、見る人がどのくらい親密

れた個人情報が本人の了承なく流通する

きるという、PriSurv 技術とは大

感や見守り義務感を持っているか…に大

かも知れません。だから強めのプライバ

きく違います。これはまだ研究

きく影響されます。そこで、私たちは各

シー保護処理をして人を 棒 で表示し

の途上です。

種の映像を見せ、それぞれにどのような

ます。
（図 3 参照）さらに、家族が画像

表示画像を設定したいかをアンケート調

を見る時には 棒 の色を変えて家族の

査しました。もちろん親しい人から見ず知

居場所を特定したり 棒 の代わりに実

モバイルの場合は、
被写体と背景との区別が難しい
のですね。

らずの人まで、親密度に応じた数レベル

画像にするなど様々なやり方があります。

に分けて実施しました。例えば、見守っ

あるモールでデジタルジオラマの実証

そうですね。だからこの場合は、

てもらいたい保護者には実画像を見せる

実験をやりました。公共空間のモールに

が、見ず知らずの人に対してはどの程度

は誰が来るかわかりませんし、対象のメ

の画像表示が良いか…といった調査を行

ンバーとして認識できるのは家族くらいし

いました。その結果、各人のプライバシー

かいません。そこで RF-ID を所有する人

ポリシーと状況に応じ、画像表示を変え

はその家族メンバーというグルーピングを

る方法をとりました。

して、それによって表示画像を変える方

馬

アリス：ユーザーの人たちの関係によっ
て決めたルールを設定するわけですね。

馬

そうです、あらゆる年齢層を含む
100 人にアンケートして、設定す

べき適切なルールを決めました。

法をとりました。
アリス：事前に RF-ID タグなどで家族
人が大勢いても「あ、
を登録しておけば、
この人は仲間だ」
と、色が変わって位置
が把握できるのですね。

馬

そう、これはそういうイメージです。

図3

馬

くので、取り扱いがとて

カメラを動かしてターゲットの物体

を追跡することになります。その意味で
は、被写体を中心とした画像処理の考え
方です。逆に、PriSurv は背景を中心と
した画像処理なのです。
アリス：前者の PriSurv は、背景の前
に何か知らないものが入ってきたという
考え方。いっぽう、
モバイルの方は被写
体を中心に置く考え方なんですね。とこ
ろで、先日集合写真を撮影したとき、た
くさん顔が並ぶデジカメの画面の中で、
カメラの持ち主の顔だけを枠付けする機
能があり驚きました。

40 代！？
20 代！

快
適
な
暮
ら
し
の
た
め
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はすでにカメラが認識しているので、ど
の顔が一番近しいかを判定して、
「これは
あなたの顔」と決めることか出来るので
す。その辺まで今の画像認識の技術は
進んでいます。ほかにも、一番いい顔の
時のシャッターチャンスを逃さず撮影する
研究も進んでいます。また、性別の判断
も顔からできるのです。年齢に関しても
「20 代前半か後半か」くらいまでは区別
できます。
アリス：事前に登録していなくても、わ
かるのですか。

馬

カメラはあらかじめ「20 代の女
性の顔の特徴」をたくさん持って

いて、それをもとに年齢を推定すること
ができるのです。この技術は、ある程度

いくつもいくつも貯めて覚えている

実用段階に達しています。タバコの自販

成メンバーがだいたい決まっていて、自分

んです。今までの写真では、 顔 を認

機の「タスポ」もそうですよね。顔で年

を誰になら見せてもよいか…がある程度

識する技術が中心でしたが、最近のカメ

齢を推定するので、顔をしかめたら未成

決まっている場合は、前述の PriSurv の

ラでは、映ってる 顔 が誰であるかを

年の子も年をごまかせるのです。しわが

技術を使います。柔軟にプライバシーポ

同定する機能まで入っています。例えば

映ると齢を重ねて見えるというデータに

リシーを設定できる PriSurv 技術は、表

あなたの顔を何度も写真に撮り、
「あな

よって判断しているわけです。このように、

示のコントロールが簡単になるという特

たの顔」の画像をカメラにどんどん貯め

顔に関する情報処理はかなりのレベルま

徴があります。

ていきます。そこで、集合写真のように

で進んでいます。

馬
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顔がたくさん映っていても「あなたの顔」

あれは、カメラが「私」の写真を

だから公共の間では、デジタルジ

オラマの技術を使います。いっぽう、構

5

アリス：カメラが固定されてい
ない場合はどのようにするので
しょうか。

6
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アリス：そのしくみは、よく似た姉妹で
もきちんと認識できますか。

馬

これはどうなるかわかりませんが、
双子のようにかなり似た子を写真

から判別するのは難しいのです。ただ、
今の技術では、似た顔をたくさん撮って、
トレーニングを繰り返すことによって、顔
を判別する学習法がかなり進んでいるの
で、可能になるかもしれません。その辺
の研究は、オムロンなどで行われており、
それに関するソフトのシェアも全世界でか
なりの部分になっています。かれらは 20
代、30 代、40 代の顔の膨大なデータ
を持っていて、顔認識のノウハウとをきち
んと持っているのです。
国際化すると、日本人の顔の
モデルだけでは
対応できないのでは？

が認識できるだけです。認識の範囲を広

外にも「誰が好き」という文字情報でも

げたいときにはグローバルなデータを多く

可能です。テロの際の指示にこの技術が

集めてトレーニングすることが大事です。

使われた、というふしがあります。ウォー

もともと「顔を認識する」ことは難し

ターマーキングとは、お札にも使われる

いとされてきましたが、実は文字の認識

「透かし」の意味です。デジタル情報に

よりも簡単だと最近分かってきました。

ウォーターマーキング ( 付加的な情報 ) を

文字はその時々によって変化するのでバ

入れると何かちがう効用を持たせることが

リエーションが多いのに対し、人間の顔

できます。お札の場合、
「本物」である

は、目の上にまゆげ、下に鼻、口がある

ことを保証する意味がありますね。その

ように、そのバリエーションは限られてい

ように、データの所有者や、著作権など

ます。顔は意外と構造的だったというこ

をウォーターマーキングの形で埋め込ん

とです。

で、改ざんや悪用を防ぐ技術です。例を

テーマです。

あげますと、封切り前の映画を盗み撮り

これだけ多くの人が携帯電話を
持つようになると、そのカメラで
誰もが思いがけず被写体となり、
その情報が自分の知らないうちにネット
に拡がる可能性がありますね。

アリス：画像に情報を埋め込んで発信
元を特定できると聞きました。

馬

もとの画像データに、情報ハイ
ディングとかウォーターマーキング

という技術を使って、情報を埋め込めば

20 代と言っても人種が異なるとお

それができます。画像の中に情報を埋め

互い年齢がわからないことも多い

込んでネットワークに流すと、暗号の鍵を

のです。そのため、20 代の日本人の顔で

持っている受け手だけが埋め込み情報を

トレーニングすると「日本人の 20代」

取り出せるのです。埋め込みには画像以

馬

し海賊版として販売されると映画会社は
大きな損害を受けます。私たちは情報ハ
イディング技術を使って、音声に埋め込
んだウォーターマークから、どの映画館
のどの位置で盗撮したかを判定する技術
も開発しました開発しました（図４参照）
。
マルチメディアの信号処理に取り組んで
いる我々の研究室では、様々なことをやっ
ています。
アリス：“お札” や “映画” …身近な場所
や生活シーンで役立っているのですね！
ところで、映る側と見る側の関係によっ
て、表示する情報を変えることは、以前
から必要だと感じていました。ブログや
ＳＮＳ、ツイッターで何か発言する時で
も、この情報を誰が見るのか、それに
よってどこまで書きたいかが変わると思
います。

馬

図4

7

まさに、私たちはそれを映像・画
像情報に対してやったのです。自

と鳴るようなものです。
相手との親密度によって、
“ピー” の程度も変わってくる。

馬

まさにそのとおり。それを画像で
やったのです。親でも知らせたい

ものと知らせたくないものとがある。プラ
イバシーというものは、そのように相手と
時間と場所によるわけです。情報処理の

快
適
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分野の中で、このプライバシー情報、パー
ソナル情報の問題はかなりホットな研究

馬

その安全 策ですね。ただ、その
反面、自分のプライバシー情報で

も開示したい場合も実はあるんです。自
分の日々の健康状態はものすごいプライ
バシー情報です。本来、自分の血圧とか
体温とか生理的な状態を公開するのはイ
ヤなはずですが、それをお医者さんには
見てもらい、適切な診断・診療をすばや
くしてもらいたい。それは情報開示によ
るメリットです。
今まではプラバシー情報は何でも隠し
てきたけれど、それも見せる対象によって
はメリットもあります。この考え方で、
人に応じて表示を変えるシステムにしてい
るのです。例えば、福祉施設や保育園な
どでは、子どもの画像情報を親には開示

分の書いた文章に関しても同様であるべ

してもいいわけです。

きだと思います。友達が見るならここま

アリス：本人が情報を見せる対象者を
選べるのは、すごくいいと思いました。

で書くけど、一般の人が見るなら ピー
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馬

以前、携帯の中に猫を飼ってい
た知人が、「猫のセリフが場所
によって京都弁になったり大阪
弁になったりする」と言っていました。
GPS 機能で知人の位置情報を取得し
ていたのですね。

以前は「プライバシー」はまさに
テリトリー ( 個人のいる空間 ) の

話でした。しかし、現代の法制度上のプ
ライバシー情報とは、
「自己情報のコント
ロール権」と考えられています。顔、健
康などの生理情報、あるいは年収などの

馬

社会的な情報まで、全て自分で開示範囲
をコントロールできるという権利が、この

混んでいるかどうかが分かると、とても

の自分の見せ方を、人間関係によりコン

便利ですね。このように携帯情報には正

トロールできるという意味で、現代の「プ

の面と負の面があるのです。安全・安心

ライバシー情報」を具現化したシステム

社会への関心から、この種の情報もセ

になっています。

キュリティ対策として期待されますが、そ
れが強調され過ぎると犯罪対策のようで、

それはとても重要ですよね。
プライバシーが保護されないこ
との怖さは、自分の情報を自分
でコントロールできない点にあると思う
からです。

会になることへの反発から、欧米では監

メンバー構成が特定される場所で

場につけるなんてもってのほかという考え

近い将来、個人情報を自分で
コントロールする日が来るのを
楽しみにしたいと思います！
馬場口先生、
ありがとうございました。

せっかくの技術も夢がないように感じられ

視カメラについて非常に否定的でした。
特にフランスでは、監視カメラを公共の
がありました。しかし、国によって監視カ

これを公共空間に広げることは難しい。

メラに対する反応が違うんです。同じ欧

アリス：物騒な事件が起こると街中にひ
とつでも多くカメラを付けてほしい、エ
レベーターでもカメラがついているだけ
でとホッとします。その一方で、それは
それで怖い。今回の先生の話を聞いて
いると、フーコーの『監獄の誕生』を
思い出しました。先生のこの図はまさに
“公的な機関（警察）が監視する社会”
そのものにみえます。

どがあったために、監視社会を認める雰

アメリカではジョージ・オーウェル

から、昼間と午後の人口の移り変わりを

の Big Brother というロボットが監

地図上に簡単にマッピングすることもでき

視する SF 作品があって、そのような社

快
適
な
ミュニケーションツールとして便利です。 暮
技術の明るい側面にも期待したいもので ら
し
の
す。
た
め
に

報開示による効用や、家族間の遠隔コ

がここから見えたり、大阪市内への道が

鮮明に見せるというように、被写体として
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るために開発したのではありません。情
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便利なのです。例えば、食堂の混み具合

の人にはぼかして見せる、親密な人には

馬

もちろん私たちの技術も監視社会を作

までわかります。これも使い道次第では

私のつくったこの Prisurv は、見ず知らず

は、それがある程度可能ですが、

細かい情報を取得する機能を追加

すると、持ち主がどっちを向いているか…

プライバシー情報だと言われています。

馬

もうそういう時代ですよ。携帯に

ます。

米でも英国は、もともと IRA 爆弾騒ぎな
囲気があります。たとえば千里中央から
梅田まで電車に乗った時、その区間で顔
写真を何枚撮られるか知っていますか？イ
ギリスなら 200 回は撮られますよ。これ
は恐ろしい話ですが、カメラで撮られてい
なくても、実は携帯電話では個人の位置
情報が吸い上げられています。その情報

馬場口先生が研究者になったきっかけは何ですか？
小学生のときにゲルマニウムラジオに衝撃を受け、
電気に興味を持ちました。あまり研究者志向きではな
かったのですが、大学の研究室に入って、知らない間
にどんどん研究の自由さ、奥深さにはまりました。
仕事で研究しているという意識が、あまりありませ
んね。
馬場口 登（ばばぐち のぼる）…1979 年大阪大学工学部通信工
学科卒業、1981 年同大学大学院前期課程修了、愛媛大学工学部、
大阪大学工学部、産業科学研究所を経て、現在、大阪大学大学
院工学研究科教授。1996-97 年カリフォルニア大学サンディエゴ
校文部省在外研究員。工学博士。

るのです。
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