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研究目的 

 近年急速に普及するインターネットの WWW に代表されるように、ネットワーク空間に極めて大量のマルチメ

ディアコンテンツが発信され、学術や人間生活、社会に大きな利益をもたらそうとしている（ネットワーク型

マルチメディア環境と呼ぶ）。また、通信衛星や光ファイバやディジタル放送などの普及に伴う放送型情報の

ディジタル化も、人間生活により密着した、数千チャンネルを超える極めて大規模な映像型のマルチメディア

情報の流れ（ストリーム）を現出させようとしている（ストリーム型マルチメディア環境と呼ぶ）。更に、携

帯電話の高機能化や、急速に普及しつつあるブロードバンド通信は、我々人間の生活空間である実世界で今起

こっている事象を、広域、リアルタイムに収集・統合し、我々の生活の安全や環境の維持に幅広く活用できる

可能性を拓こうとしている（実世界型マルチメディア環境と呼ぶ）。 

 本研究は、上記のネットワーク型、ストリーム型、実世界型という３つの有望なマルチメディア環境に対し

て、その情報空間と利用者の間に介在し、利用者が本来享受すべき次の諸機能即ち、(1)情報発見、選択の媒

介、(2)情報創成、加工の媒介、(3)実世界映像活用による広義の「安心」の媒介などを提供して、人間主体の

情報環境を実現する「情報媒介システム」を研究・開発することを目的とする。 

 より具体的には、(1)ストリーム型マルチメディア環境に対し、ディジタル放送映像により形成される膨大

な情報空間を対象とした利用者の視点での情報選択、発見、加工、創成などを可能とし、新たな映像応用シス

テムを構成できる機能（ストリーム型マルチメディア情報媒介システム）、(2)実世界型マルチメディア環境に

対し、映像やセンサー情報をもとに、「実世界はどうなっているのか」をモデル化し、「そこで何が起こってい

るのか」を認識収集し、これらをもとに安心と利便、文化活動等を供せる応用システムを構成できる機能（実

世界型マルチメディア情報媒介システム）、(3)ネットワーク型マルチメディア環境に対し、利用者が必要とす

る情報を的確・効率的に提供できるためのサーチエンジンの高度化を企かり、ネットワーク上での情報の高度

活用を実現するための機能（ネットワーク型マルチメディア情報媒介システム）、を研究・開発する。 

研究計画、目的の達成度 

 上記の目的を果たすための研究計画は、次の通りである。 

＜ストリーム型情報媒介システムの研究計画＞ 

1-1．映像自動認識・構造化手法や対話的手法により、放送映像ストリームに高次記述を付与する方式の

開発 

1-2．利用者の視点による関心事象の発見、コンテンツの選択・検索や高次関連付けなどの機能の開発 



1-3．利用者の創意に基づく映像コンテンツ作成や新しい放送映像サービスの提供などの創生機能、応用

システムの開発 

1-4．ストリーム媒介や他の映像、大量情報の処理を効率的に実行するための大量マルチメディア情報高

速処理アーキテクチャの開発 

＜実世界型情報媒介システムの研究計画＞ 

2-1．実世界映像による事象・事態の認識・把握機能の開発 

2-2．実世界内の対象物の幾何形状、光学特性などを精密にモデル化し、それを操作するための機能（実

世界型世界精密媒介機能）の開発 

2-3．実世界の主体である広域都市空間をマルチメディア情報を対象に、そこに何があるのか、それがど

こなのかなどを認識・発見し、また、３次元空間構造を把握し、それらをデータベース化する機能（実

世界広域媒介機能）の開発 

2-4．実世界と人間とのインターフェース・対話機能の開発 

2-5．交通や生活、活動での応用システム展開（応用媒介システム）機能の開発 

＜ネットワーク型情報媒介システムの研究計画＞ 

3-1．ネットワークにおける高能率情報収集方式の開発 

3-2．テキスト情報を対象にしたネットワーク上の情報発見、データリトリーブ、データコラボレーショ

ンの開発 

3-3．画像情報を対象にしたデータリトリーブ機能の開発 

3-4．マルチメディアデータを対象としたネットワーク制御に関する機能の開発 

3-5．ネットワーク環境でのインターフェース、データ創成機能、応用システムの開発 

＜総括的な研究計画＞ 

4-1．各媒介機能に伴う、各種データベースの提案・蓄積 

4-2．ホームページ、（国際）共同研究や国際シンポジウム、産学共同研究などによる研究成果の発信 

＜目的の達成度＞  

 後述の成果概要、公表実績に示すように、研究成果として世界に先駆けるコンセプト、システムの提案や創

案、データベースの形成、約 1,100 編以上の論文発表、25 件の受賞、34 件の特許、96 件の新聞等での広報等

を行い、研究の当所目的を十分に達成した。 

これまでの成果 

 情報媒介・通信技術の今後の方向性を分析し、従来のインフラ・プラットホームと利用者、適用対象との間

に介在する実価値（ソリューション）展開技術の重要性を指摘、これを３種のマルチメディア情報媒介システ

ムとして定式化した。更に、ストリーム型、実世界型、ネットワーク型の３つのマルチメディア環境において、

それぞれにおけるサービス・ソリューション展開のターゲットの具体化（ディジタル放送、ITS、サーチエン

ジンなどの分野での新サービスの明示）と、それらを具現するためのスケーラビリティの高い機能（媒介機能）

の明確化と仕様設計を行った。これらの全体設計の下に以下のストリーム型マルチメディア情報媒介システ

ム、実世界型媒介システム、ネットワーク型媒介システムの個別システムに関する研究を行った。 

以下、各情報媒介システムについての主要な研究成果の概要例を示す。 

＜ストリーム型情報媒介システム＞ 

(S)-1. ストリーム型情報に対して映像の自動認識・利用を実現するフレームワークの提案、及び映像、

音声、文書協調型の映像認識システムの創案を行った。商用テレビ放送映像に対し、85～95％の再現率

のメディア対応付けや、対象物認識機能の実現等が具体例である。 



(S)-2. 上記の映像利用方式において、映像検索、映像対応付け、オーサリング等の機能及び実際の放

送映像を利用した応用システムを開発した。数週間分の放送映像をデータベース化し、検索、オーサリ

ング等を行うシステム実装等が具体例である。 

(S)-3. 映像や大規模情報を高速高次に処理するコンピュータアーキテクチャを提案、システム実現を

行った。100 台以上のパソコンを ATM 網で結合した超高速コンピュータシステムや、その上での膨大な

データベースに対する事象発見処理実現が具体例である。 

＜実世界型情報媒介システム＞ 

(R)-1. 実世界型映像情報による事象発見機能として、交差点の交通映像から、個々の車の動きを分析

し、事故や各種イベントを自動認識するシステムを開発した。このシステムを 2001 年１年間、常時稼

働し、従来例のない交通状況・道路事象統計を実現している。 

(R)-2. 実世界にある対象物を精密に復元するための幾何学情報、光源分布情報の新しい獲得方式を創

案、屋外の文化財に適用した。本方式により、鎌倉大仏・奈良大仏等の 10 数件以上の大規模文化財デ

ィジタル化を実現している。 

(R)-3. 広域の市街地のビル等の同定方式、ITS 等の応用システム、更には、実世界対象の新規なイン

ターフェース方式を開発した。拡張机型インターフェース EnhancedDesk や、GIS や ITS における多く

の産官学連携貢献が具体例である。 

＜ネットワーク型情報媒介システム＞ 

(N)-1. ネットワーク型情報に対して、独自のサーチエンジンによる高能率情報収集方式、及びインタ

ーネット空間の情報に対するマイニング方式等を開発した。我国の 1700 万ウェブページに対する Web

マイニングの実現等が具体例である。 

(N)-2. インターネット上の画像や音声、情報に対する検索方式及び各種応用方式を開発した。ネット

上での２つの画像検索システム、100％近くの正答率の音楽曲検索システム等が具体例である。 

成果の公表の実績 

4.1．研究プロジェクトによる発表論文 

（論文数）  

 国内外学会論文誌、査読付き国際会議論文等：５８６編 

 口頭発表論文等：             ６０３編 

 合計：                ,,１,１８９編 

（代表的な論文等） 

・ 坂内正夫: マルチメディアシリーズ「マルチメディアデータベース」, 昭晃堂, 2002 

・ S.Kamijo, Y.Matsushita, K.Ikeuchi, M.Sakauchi："Traffic Monitoring and Accident Detection at 

Intersections", IEEE Transaction on ITS, Vol.1, No.2, pp108-118, 2000 

・ 上條俊介，松下康之，池内克史，坂内正夫：“時空間 Markov Random Filed モデルによる隠れにロバストな

車両トラッキング”，電子情報通信学会論文誌 D-II, Vol.J83-D-II , No.12, pp2597-2609, 2000 

・ K. Nishino, Y. Sato and K. Ikeuchi： "Eigen-Texture Method: Appearance Compression and Synthesis 

based on a 3D Model", IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, vol.23, no. 

11, pp.1257-1265, 2001 

・ Sato, Y. Sato, and K. Ikeuchi： "Acquiring a radiance distribution to superimpose virtual objects 

onto a real scene'', IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics, Vol. 5, No. 1, 

pp.1-12, 1999 他 

4.2．プロジェクトに関連する受賞：２５件 

 坂内正夫：電子情報通信学会フェロー「マルチメディアデータベースの先駆的研究」2000.10 



 坂内正夫：電波の日総務大臣個人表彰「ディジタル放送標準化への貢献」 2002.6 

 池内克史：K-S Fu IEEE R&A Memorial Best Transaction Paper Award 1998.5 

 池内克史：The Best Vision Paper Award at the 2000 IEEE International Conference on Robotics and 

Automation., 2000 

 佐藤洋一：IEEE Virtual Reality 2001 Honorable mention to Best Paper Award "Real-time input of 3D

pose and gestures of a user's hand and its applications for HCI" 2001.3.16 他 

4.3．研究プロジェクトに関連する新聞等マスメディア報道記事：９６件 

・ NHK 総合テレビジョン 2002.3.13 ニュース９ 「交差点映像認識技術」 

・ 毎日新聞 2002.3.14 「東大生産研が画像認識新技術」 

・ NHK 総合テレビジョン 2000.11.9 NHK 首都圏ネットワーク 特集「有害ホームページ自動判断」 

・ 日経サイエンス 1999.2  「マルチメディア情報媒介システム」 

・ 日本経済新聞 1998.6.8  「動く物体瞬時に判断，東大生産技術研，特殊画像処理を使う， 渋滞監視など

の応用へ」 

・ 朝日新聞 2000.4.14 「鎌倉大仏電脳空間に建立」東大の研究者当時の姿 画像で再現 

・ 朝日新聞（夕刊） 1998.12.16 「人工の画像で質感も伝わる」 

・ NHK 衛星放送 2001.9.21 NHK デジタルスタジアム「SIGGRAPH2001 特集：Emerging Technologies 紹介」 

・ 日本経済新聞 1998.5.11  「パソコン 100 台を連結  スーパーコン並み機能に」 

・ 日本経済新聞 1998.5.25  「ネット検索の情報洪水を防ぐ」 

・ 日本経済新聞 1996.6.15  「見たい映像 素早く再生」 

4.4．プロジェクト主催/主体の公開シンポジウム：８件 

・ 2002.3 マルチメディア情報媒介システムに関する国際シンポジウム 

 （代表：坂内）出席者約１６５名  

・ 2000.10 次世代交通システムに関する国際シンポジウム 

 （代表：坂内）出席者約１１０名 

・ 2000.2 マルチメディア情報媒介システムに関する国際シンポジウム 

 （代表：坂内）出席者：３２４名 

4.5．その他 

形成され公開されたデータベース１２件 

  研究から派生して出願された特許３４件 

「事後評価」結果 

研究課題の総合的な評価 

期待どおり進展した。 

１ 研究計画、目的の達成度について 

当初の研究計画、目的を達成したかどうか。 

予定どおり達成した。 

人間社会に直接適応可能なマルチメディア環境の形成を目指して、ストリーム型、実世界型、ネットワー

ク型という三つのマルチメディア情報媒介システムが精力的に開発され、一つ一つの既存技術の高速化、精

緻化には期待通りの成果が上がったといえるだろう。但し、特に創造的なシステムの開発がなされたという

印象は薄く、成果をこれからの学術基盤として今後発展させてゆくための方向性が十分示されたとは言い難

い。さらに、今回示された結果が「人間主体のマルチメディア環境形成」というテーマについての最善の解

答かという疑問も残る。データの解析にもまだ工夫の余地があるのではないかとの指摘もなされた。 

本研究が目標とした、人間を主体に据え実社会に役立つ情報技術の開発は、具体的に計測可能な目標設定

が困難である。本研究は、そのもっとも代表的な成果が IT 活用による交通データ収集などまだ人とは距離

を残すところに限定されるなど、人を対象とした部分に関しても期待以上のブレイクスルーを引き起こした



とは言い難い。しかし、このようなリスクに敢えて挑戦し、一定以上の成果を挙げたことは十分評価に値す

る。 

２ これまでの成果について 

（１） 革新的又は学際的な学問領域の創造、共通基盤科学技術の開拓、国際協同研究の推進の観点から高く

評価できるか。 

ビジョンやデータベースの分野ではさまざまなハードの新技術に関して世界水準に並ぶ成果を挙げてい

る。画期的な成果と呼べるものは少ないが、今後の IT 発展の基礎を確立し、各領域の研究を推進する基盤

になったと考えられる。本研究の意義の一つは実際人間が利用可能な IT 技術開発を目指しその成果の出し

方を具体的に示そうとしたところにあり、今後類似の研究にインパクトを与えることを期待したい。 

国際共同研究の推進に関しては、テーマ的に国際協調より国際競争の色合いの濃い分野でもあるため今後

この成果が即有効な国際共同研究に結びつくとは考え難いが、国際学会での報告なども多く注目を集めた成

果があったと言えよう。 

（２） 当該学問分野及び関連学問分野への波及効果は、どのような状況であるか。 

本研究では、交差点の交通映像から個々の車の動きを分析し、事故や各種イベントを自動認識するシステ

ムが開発され、2001 年１年間稼動させて従来例のない交通状況統計を実現した。IT 分野の研究に対して、

人間を主体にするという考え方の重要性を示したという点では影響力を持つだろう。このような成果は今後

さらにインターフェイスの改善なども含めた発展的な応用研究の機会に恵まれれば、社会科学など隣接分野

への波及効果も期待できる 

（３） 研究成果の積極的な公表に努めているか。  

論文発表、メディアへの対応とも積極的に行われており、十分公表に努めている。特に成果の web 上での

公開は評価できる。人間を主体とした研究として、今後具体的な応用方法の提言がなされることを期待した

い。 

詳しい研究内容については、ホームページを 

ご覧ください 

http://shinpro.sak.iis.u-tokyo.ac.jp/ 

 

 


