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概要	 
スマートフォンなどの屋外での使用を想定された高性能携帯端末が普及し、屋外などで視界に存在する人物と端末を介

して通信を行う手法が模索されている。このような通信手法は、人物間の新しいコミュニケーションへと繋がる可能性

を示しつつも、通信距離の問題や視認している人物の端末と接続対象の同一性の確保の難しさなどの問題を抱えている。

そこで、本研究ではこれらの問題を解消しうる、顔認識に基づいた通信手法を提唱する。それにより、新たなカタチで

端末を介した人物間のアクセス手法を実現し、社会に対して大きな変動と利益をもたらす事を期待出来る。その為、本

研究を遂行するために理想的なフィールドである SFC キャンパスに所在する政策・メディア研究科への進学、技術の社

会への還元迄を視野に入れて研究を行なっている村井研究室の教員からの指導を強く希望する。	 

 
１	 はじめに	 

	 	 近年移動体通信ネットワークの充実に伴い、

スマートフォンなどの高性能な携帯端末の普及が

進んでおり、それらの端末が有する位置情報やカ

メラ、各種センサを用いた様々なアプリケーショ

ンやサービスが登場し、新たなユーザ間のインタ

ラクションの形が広まりつつある。これらの屋外

などでも携帯する事を前提とし、無線で動的に接

続するネットワークを変更する携帯端末の普及に

より、ユーザが対面した人物とそれぞれが所持す

る端末を通じて相互的にアクセスを行うようにな

った。このニーズを満たすには視認した所持者や

端末の位置情報等の新しい判断要素を基に通信対

象の端末を選び、アクセスする必要がある。	 

	 既存のコンピュータやサーバ間の通信モデルに

おいては、個々のユーザが相手のユーザ名、アド

レス、Google[3]のような検索エンジンからの検

索結果等の情報を元に、インターネットを介して

接続を行なっていた。しかしこのモデルでは屋外

などに居合わせたそれまで面識の無かった人物へ

のアクセスを行う事へのニーズを満たし難い。	 

	 現在この様なニーズを満たすサービスとして

GPS とユーザが端末に発生させた振動の情報をも

とにマッチングを行い連絡先やファイルを交換す

る BUMP[4]などのサービスや手法がある。しかし、

これらのサービスや手法では、ユーザが視界に存

在する端末を通じて対象である人物との端末を介

したアクセスを実現出来無い。	 

	 本研究で提唱する顔情報を元にユーザと対象で

ある人物の顔認識を利用したアクセス手法の実現

は、様々なユースケースに繋がり、人と人の顔認

識を介した新たな繋がりかたのカタチの実現を期

待出来る。私生活の観点からは、その場で知り合

った人物と通信する為に端末へのアクセス手法の

取得を実現出来る。さらに、未成熟で自身の両親

のコンタクト等を記憶していない児童には、その

児童の顔情報を親の端末へのアクセス手法と紐付

けしておけば、迷子になってしまってもその児童

を発見した店員や警察官がその児童の顔から本研

究で提唱するシステムに問い合わせを行う事によ

り容易に親へアクセスし、児童が現在どこにいる

のかを伝えられる。なお商業的観点からすれば、

店舗に頻繁に来客するユーザに対して、店内のカ

メラで捉えた客の顔などの情報を店舗の売上情報

と紐付けし、客の顔で本システムへ問い合わせを

行いアクセス手法を取得すれば、既存の買い物情

報から特別なサービス情報の発信等のユースケー

スの実現が期待出来る。	 

	 そこで本研究では、ユーザが相手の顔情報を元

に対象人物の端末へのアクセス手法を取得可能と

なる機構を提唱する。そしてそのシステムの実装

運用にあたってどの様なプライバシーなどが関わ

る問題が発生しうるかを想定し、対処法を検討す

る。	 

	 

２	 コミュニケーションモデル	 

	 近年の高性能な携帯端末の普及により確立した

ユーザ間の端末を介したアクセス手法は、既存の

パーソナルコンピュータ間のアクセス手法とは異

なる要素技術と判断要素によって実現されている。

本章ではユーザ間の端末を介したアクセス手法を、

どの様な端末を対象としたものかという観点から
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それぞれのアクセス手法をモデル化する。	 

	 

2.1	 パーソナルコンピュータを介したアクセス

手法	 

	 スマートフォン等の高性能携帯端末が登場する

以前のユーザ間のインターネットに接続した端末

を利用したアクセス手法は、ユーザ名、ネットワ

ークアドレス等の文字列で表せる情報を元に通信

対象を識別し、実現されていた。	 

	 WEB を用いた通信は、ほぼすべての情報通信端

末が物理的に移動せず、その所属するネットワー

クが固定的に決められていた年代のアクセス手法

の最たるものだ。企業、マスメディア、教育、動

画メディア、個人利用などの多くの人間が様々な

場面で WEB を用いてアクセスを行なっている。

WEB を用いたアクセスでは、主にブラウザと呼ば

れるアプリケーションを利用し、直接相手の端末

のネットワークアドレスを指定しアクセスを行う

か、Google 等の検索エンジンを用いて文字列情

報を元に相手の端末のネットワークアドレスを調

べた上でアクセスを行う。	 

	 一般的な端末間の相互的なアクセス手法で、近

年個人で所有することが一般的となった携帯端末

でも利用されている電子メールシステムは、ユー

ザ名とホスト名を元に DNS サーバに名前解決の問

い合わせを行い、メールサーバであるホストのネ

ットワークアドレスを取得し、そのホストに向け

てメッセージを送信する。なおそのメッセージは

宛先に含まれているユーザがメッセージ受信の為

にメールサーバへ接続を行った際に初めてそのメ

ッセージを送信した側と宛先であるユーザとの通

信は成立する。	 

	 Skype[1]は、マイクロソフト社が提供している

P2P コミュニケーションサービスである。Skype

のシステムでは、ユーザのステータス等のデータ

をスーパーノードと呼ばれる固定ネットワークア

ドレスを持ち、高い計算能力を持ったユーザの端

末に P2P 技術を用いて分散し、ログインの為に行

う通信等を本社のサーバとの通信により行う構成

となっている。Skype ユーザが新たな通信対象へ

アクセスする際は、ユーザ名、メールアドレス、

氏名のいずれかを元にスーパーノードに問い合わ

せを行い、相手に承認要求を送信し、承認を経て

アクセスを行う。[2]	 

	 上部に記した主にパーソナルコンピュータ間で

使われるアクセス手法は、相手の端末のネットワ

ークアドレスを直接指定するか、相手がサービス

などに登録している個人情報やユーザ名などの文

字列で表される情報を元にアクセスを行う。しか

し、これらの手法では、アクセス要求を発行する

前に接続相手のネットワークアドレスやユーザ名

などの識別子を口頭や他の手法などで取得する必

要がある。この手順の必要性は、ユーザに手数を

強いる事により、対象へのアクセスにあたってユ

ーザが接続を行う際の直感性と利便性を犠牲にし

ている。	 

	 

2.2	 スマートフォン間のアクセス手法	 

	 個人が所有するスマートフォン同士でのコミュ

ニケーションでは、既存のデスクトップコンピュ

ータ等で利用されているユーザ名やアドレスに基

づく接続や検索とは異なり、センサ等の技術によ

って成立している。本項では主流である BUMP[4]

というサービスの技術とその性質について説明す

る。	 

	 BUMP は、極至近距離に存在するスマートフォ

ン間のアクセス手法を提供するサービスである。

このサービスでは、通信を望んでいるユーザ達が、

それぞれの端末上で BUMP アプリを起動し、お互

いの端末を軽く接触させる。接触を加速度センサ

により探知した BUMP アプリは、接触の発生時間、

GPS により取得された位置情報、接触時の加速度

センサのデータを元にサーバに問い合わせを行う。

サーバは、それらの端末の時間、位置情報、加速

度センサーのデータを元に端末のマッチングを行

い、アプリケーション上で接続相手の簡易プロフ

ィールを示し、ユーザに接続を承認するかを問い

合わせ、承認を経た後にアクセスを行えるように

なる。	 

	 

2.3	 既存のスマートフォン間のアクセス手法の

問題	 

	 しかし前項に記載したスマートフォン間で利用

される接続手法にも問題がある。BUMP は極近距

離で通信端末を接触させねばならず、利用場面が

限定され、サーバによる端末のマッチング手法の

問題で数 Km 離れた異なるユーザと接続してしま

うケースもある。[5]なお、端末を介した通信手

法として BUMP は、通信を行いたいユーザ双方の

端末に GPS システム、加速度センサ、そして衝突

に耐えられる強度を必要とする。このシステムの

設計上の制限は、ユーザがアクセス出来る相手ユ

ーザの端末を厳しく限定してしまう。ユーザが抱

えるその場に存在する人物の端末へアクセスを行

いたいという要求を満たすには端末の仕様への制

限は少なくなければならない。	 

	 

3	 問題提起とアプローチ	 

	 直感的でユーザフレンドリーなユーザ間の端末

を介したアクセス手法を実現するには幾つかの要
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件が存在する。一つはユーザにアクセスしたい対

象などに関する文字列情報の入力を必要としない

こと。二つにユーザの利便性を損なうようなジェ

スチャーを要求したり、端末の仕様に関する制限

を強いないこと。そして三つにセンサの不精確さ、

攻撃者の操作によりシステムが誤認し、ユーザの

個人情報が第三者に漏れることが無いことである。	 

	 そのため、本研究では多くの携帯端末にカメラ

が搭載されており、ラップトップ等にも WEB カメ

ラ等を容易に接続できる点とユーザがアクセスし

たい相手を視覚により認識する点に着目した顔認

識を利用したアクセス手法を提唱する。	 

	 本研究で提唱するシステムはサーバクライアン

ト型サービスであり、ユーザが他のユーザへのア

クセスを求める際、その対象の顔写真を撮影する

などして取得し、サーバに問い合わせを行う。サ

ーバから相手に承認要求が送信され、相手ユーザ

から承認を経てアクセスは実現される。画像解析

による顔認識とコンタクトの保存と送信をサーバ

で担う。そして、ユーザが操作する端末上のクラ

イアントアプリケーションにより、ユーザの求め

る通信対象の顔写真のサーバへの送信、アクセス

を求められているユーザ側で承認操作を行う。	 

	 本システムへの問い合わせ時の動作を下の図に

表した。	 

	 図に存在するユーザ A がユーザ B に対し電子端

末を介してアクセスを行いたいと望んだと仮定す

る。その際ユーザ A はユーザ B の顔を撮影し、顔

情報を取得する。そしてそのユーザ B の顔情報を

元にサーバへ問い合わせを行う。サーバは、ユー

ザ B が前もってサーバに自身の顔写真と共に登録

したアクセス手法をユーザ A が問い合わせに利用

した顔情報を元に引き出し、ユーザ A に対して公

開設定されているパブリックプロフィールを送信

する。それにより得られたアクセス手法を元にユ

ーザ A はユーザ B と各々の保持する電子端末を介

して通信を行う事が出来るようになる。	 

	 なお顔の情報というものは、一人の人物に対し

て固有である。しかしながら人物が他者と電子端

末を介してコミュニケーションを行う時にはプラ

イバシーのポリシー、どういった通信手段を使う

か等の相手とどういったつきあい方をしたいかに

左右される要素が多くある。例えばある人物が商

業上の理由により顧客や取引先と電子端末を介し

て連絡を取り続ける必要が発生したとする。そう

した場合、彼は当システムを介して、連絡先を相

手が自身の連絡先を取得出来るようにしておく必

要がある。しかしながら、プライベートでユーザ

の知り合いと SNS でのユーザ名等のアクセス手法

を顔の情報を元にやりとりしており、システムが

ユーザの多面性に関する配慮に欠けていたら相手

に仕事外でのプライベートなアクセス手法や情報

が漏れてしまう事になる。そこで本システムでは、

ユーザが自身のどの情報を公開し、どのアクセス

手法を非公開にするかを設定出来る機構を搭載す

る。他者がユーザが非公開に設定しているアクセ

ス手法を取得して通信を行う際に発生する手順を

下の図に示す。	 

	 

	 ユーザ A がユーザ B とユーザ B の公となってる

アクセス手法ではなく、ユーザ B が相手を限定し

て運用しているアクセス手法を通じて通信したい

と認識したとする。その際、ユーザ A はユーザ B

の顔情報と共にユーザ B が限定的に公開している

プライベートプロフィールへの取得要求を発行す

る。サーバは顔認識を行い、ユーザ B に対してユ

ーザ A のパブリックプロフィール情報と共にユー

ザ A がユーザ B に対してプライベートプロフィー

ルへのアクセス要求を転送する。ユーザ B は、サ

ーバから受信したユーザ A のパブリックプロフィ

ール情報を元にユーザ A から受けたアクセス要求

に対して承認するか、否認するかを選択する。承

認を選択した場合、サーバからユーザ A に対して
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ユーザ B のプライベートプロフィールが送信され

る。これらの過程を経てユーザ A はユーザ B と限

定的にユーザ B が公開しているアクセス手法で通

信を行う事が出来るようになる。	 

	 また本研究で提唱している顔認識による個人へ

のアクセス手法の提供は、日常生活を送る上で最

低限必要な言語コミュニケーション能力を兼ね備

えていない幼児が迷子になった際等に大変大きな

貢献が可能である。大規模なショッピングセンタ

ーなどの商業施設、人通りの多い公共交通施設な

どで迷子が発生したとする。その際、その幼児の

顔情報が本研究で提唱する顔認識サーバに親への

アクセス手法などと共に登録されていたとする。

すると迷子を発見した警察官や商業施設の従業員

は迷子の顔写真を撮り、顔認識サーバへ接続し迷

子になった幼児の親へのアクセス手法を取得し、

彼らに子供が今どの辺りにいるのかを伝えて回収

するように伝える事が可能となる。これは、既存

の人物間の電子端末を介した電話番号、メールア

ドレス、ユーザ名などの文字列情報を元にしたア

クセス手法では実現できないアクセス手法である。	 

	 	 

4	 顔認識システムの実現に伴い発生しうる

問題点	 

	 このシステムは、既存のアクセス手法では解決

出来無かった問題を解決しうる可能性を示してい

る。しかしながら本研究で提唱するシステムには

幾つかの難解な問題が発生する可能性を伴ってい

る。本章では想定される幾つかの問題とどのよう

な対処法を検討しているかを記載する。	 

	 	 

4.1	 登録されている人物の顔情報とそのアカウ

ントを運用しているユーザの同一性の担保	 

	 本システムでは、顔写真とアクセス手法を紐付

けする事を想定している。その様なプライバシー

の観点から見てセンシティブな情報を扱う以上、

ユーザがそれらの情報を承認する相手ユーザが、

アクセスしたいと思った実社会の人間と同一であ

る事をシステムが担保、もしくはユーザが判断し

やすくなる機構を用意しなければならない。想定

される手法は、アカウント名等が重複、もしくは

似たものが登録されていたり、顔認識で複数のユ

ーザがマッチングされたケースを想定して全ての

アカウントに対して固有の数値で表現される ID

を発行し、実空間でユーザ達がアカウントとユー

ザの同一性を確認する手法を用意しておくことで

ある。	 

	 

4.2	 悪意のある人物によるアカウント作成	 

	 また悪意のある攻撃者が本研究で提案するシス

テムからのユーザの個人情報の取得を試みて、特

定の個人の顔情報と個人情報を取得し、それらを

用いてアカウントを登録するケースを想定する。

現在インターネットでは顔の写っている写真など

を容易に画像検索により取得する事が容易であり、

その写真データが公開されている WEB ページなど

によっては実名等の個人情報が共に記載されてい

るケースが存在する。これらの情報と共にアカウ

ントを当システムに対して作成すれば、当システ

ムを利用するユーザが不正にアカウントを作成し

た人物に誤って承認を行い、個人情報を露見して

しまう可能性が存在する。この問題への対策とし

て、招待制によるアカウント作成と承認操作要求

時にアクセス手法を共通で保持しているユーザが

表示される機構の導入を検討する。これにより、

悪意を持った攻撃者が当システムを利用する可能

性を低減し、ユーザ達がアクセス対象として選ん

だユーザアカウントを管理している人間が本人で

あるか判断を行えるようになる。	 

	 

5	 研究要素と修士での活動予定	 	 

	 本研究が提唱するシステムは、いくつかの構成

要素の実装を経て実現する。また研究としてそれ

らの要素に対して多面的な評価が必要となる。下

記に実装と評価に関する項目を記す。	 

	 

5.1	 データベース	 

	 本システムではユーザの顔情報、コミュニケー

ションソフトウェアでの ID やメールアドレスな

どのユーザへのアクセス手法、そしてどのユーザ

間で通信手法を相互的に交換しあったかを記録す

るデータベースを実装する。	 

	 

5.2	 顔認識サーバ	 

	 本研究では、ユーザが問い合わせを行う画像デ

ータが対象ユーザが本システムのデータベースに

登録している顔情報と比較した際、縮尺、向き、

明暗が異なるケースが存在するものと想定する。

また、多くのユーザが本システムを利用すれば、

それに合わせてユーザからの問い合わせに対して

マッチングを行うための計算処理コストも比例し

て大きくなる。そのため問い合わせをされた顔情

報 に 対 す る マ ッ チ ン グ に あ た り 、 Scale	 

Invariant	 Feature	 Transform(SIFT)技術を利用

してデータベースから取得した顔情報データをグ

ラフ化してからマッチング処理を行う必要がある。

[6]	 

	 

5.3	 クライアントアプリケーション	 	 

	 本研究で提唱するシステムと実験的に通信を行
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う為にユーザが用いるクライアントアプリケーシ

ョンは、カメラ機能を標準的に搭載し、画一的に

カメラ機能へアクセスする為のライブラリを開発

環境にて提供しているスマートフォンを対象とす

る。想定している機能は、通信対象を写真データ

として撮影、被写体である相手ユーザとの通信手

法を要求するサーバへの問い合わせ、そして対象

側の端末で他ユーザからの非公開としているプラ

イベートな情報へのアクセス要求への承認機能で

ある。	 

	 

5.4	 アクセス手法としての顔認識の精度と性能

の評価	 

	 本研究で提唱するシステムの実現には、まずコ

ンタクトやプロフィールなどのプライバシーの観

点からして重要な情報をインターネットを介して

やりとりする事をユーザが同意するに値する顔認

識の精度をもたなければならない。また、本シス

テムを具現化し、多くの人物に実際に利用しても

らい、このシステムが社会にもたらしうるインパ

クトを検証するには、大規模なユーザの顔情報を

収集しつつ、どれほどの実行時間でマッチングを

行えるかを検証する必要がある。アクセス手法と

して普及した BUMP のマッチングに要する実行時

間が 9.4 秒から 37.8 秒である事から、それに至

らずとも近い数値を目標として顔認識サーバの応

答速度の最適化を精度の保持と並行して行う必要

がある。[5]	 

	 

5.5	 新しい人物間の繋がりを実現するアーキテ

クチャとして	 

	 本研究で提唱するシステムでは、第三章で紹介

した迷子問題のような、既存のアクセス手法では

解決出来ないような問題を解決出来る可能性を示

している。しかしその一方で、ユーザの顔情報が

ユーザ自らが感知していない所で公開されていて、

それを元にユーザ自信が関わりを持ちたくない見

知らぬ他者から承認要求を受けたり、悪意を持っ

た攻撃者が偽装してユーザのコンタクト情報、個

人情報を取得しようとする可能性等が想定される。

本システムの具現化によって観測されうる社会へ

のインパクト、そして発生しうる新たな問題に対

する解決法の模索を修士に就学した暁に取り組む

予定である。	 

	 

6	 これまでの活動	 

	 私は学部２年次より、村井研究室に所属してい

る。研究室では	 、マイクロコンピュータや FPGA

等のプラットフォームなどのクロスコンパイルを

必要とするハードウェア環境で開発経験を会得し、

ハードウェアでの開発にまつわる問題や仕組みを

理解し、解決するためにプログラムや回路の開発

を行なってきた。	 

	 ３年次よりネットワーク機器の内部遅延測定器

の開発を FPGA で行なっており、その過程で

Ethernet や IP などのレイヤー２やレイヤー３の

ネットワーク技術への知識を会得し、大局的な観

点から既存のコンピュータの OS や IO に関する根

本的な処理応答速度等の問題と原因の一端を理解

した。	 

	 	 

7	 志望理由	 

	 政策・メディア研究科が所在する湘南藤沢キャ

ンパスは開設時からインターネットを導入してか

ら、構内全域への無線 LAN の導入、学生へのスマ

ートフォン所持の推奨、講義での SNS の利用など

様々な先進的な取り組みを行なっている。その為、

顔認識という顔の情報を利用した新たなユーザ間

の接続手法を提唱する本研究の遂行、そしてシス

テムの導入と実験を行うには大変理想的な環境と

言える。	 

	 なお、村井研究室のファカルティーや学生は、

研究成果や技術を社会へどのように還元できるか、

そしてその際にどの様な新たな問題が発生しうる

かを想像しながら研究活動を行なっている。その

ため既存技術を応用して新たな価値を社会に還元

しようと目論んでいる本研究を行うのに大変適し

た環境だと言える。また、村井研究室のファカル

ティーの方々や同僚となる学生からの指導や研究

に関する意見は、本研究の推進に際し非常に有益

である。	 

	 以上の理由から私は政策・メディア研究科への

進学を強く希望する。	 
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