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あらまし  私たちが好むと好まざるとにかかわらず、いろいろな形態の監視カメラが街にあふれる時代がやって

きた。善良な市民としては、監視カメラによってもたらされるであろう安全の代償として、常に誰かに監視されて

いるという不安への我慢を強いられている。監視カメラの映像を、被写体である市民自身が活用できる枠組みを想

定すると、そこには新しいメディアの可能性が見えてくる。また、それは、誰かに密かに監視されているという不

安を軽減することにもなろう。ネットワークと融合した監視カメラが、市民に開放されたメディアになるときを、

我々の研究例を踏まえて考える。 
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Abstract  Surveillance cameras are penetrating the whole space of our daily lives. They are effective to keep our safety.  
We feel, however, serious discomfort with the surveillance cameras.  In this paper, we propose a new framework to utilize the 
surveillance cameras as the public sensing device.  It realizes various useful information media for our daily lives and will 
decrease the discomfort.  
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1. はじめに  

善良な市民を犯罪などの反社会的行為から守り、安

全で安心な生活空間を持続させていくために、公共の

空間に監視カメラを設置する動きが強まっている。監

視カメラの設置については、プライバシー面からのデ

メリットとセイフティ面からのメリットのトレードオ

フに関して、社会的コンセンサスを醸成していくこと

が必要である。しかし、かつて安全はタダだと言われ

ていた我が国の治安が、近年、著しく悪化しているこ

とは誰しも実感するところであり、安全な生活空間を

維持するための監視カメラ設置については、それを社

会的に許容する傾向が、今後、強まるものと思われる。

また、監視カメラの設置数も、我々の好むと好まざる

とに関わらず、益々増大していくものと考えられる。  

本稿では、公共空間における監視カメラ設置数の増

大は避けられないであろうことを前提に、一般市民が、

自らのプライバシーと引き替えに監視カメラから得ら

れるメリットとして、「安全」という重要だが眼に見え

にくい価値の他に、眼に見えて便利さを実感できる新

しい付加価値の在り方を提案し、それを実現する基盤

技術について考察する。  
新しい付加価値の在り方としては、従来、カメラの

設置者のみが利用していた監視カメラ映像を、被写体

である一般市民も利用可能とすることが柱となる。歩

行者が持つ PDA や携帯電話などの携帯型情報端末、自

動車に搭載したカーナビモニタやウィンドシールドデ

ィスプレイなどに、監視カメラ映像を適切に加工した

映像情報を提示し、自分の眼では直接見ることが出来
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ない視覚情報を歩行者やドライバーに提供する「シー

スルービジョン」が分かり易い例である。シースルー

ビジョンとは、スーパーマンが持っている、物体の透

視能力を備えた眼を意味し、目の前のビルなどの遮蔽

物を透視して遠方を見ることが出来る機能を端的に表

現するキーワードであるが、本稿では、監視カメラ映

像の「透明性」を高める、すなわち、監視カメラで何

が撮影されているかを被写体である一般市民が日常生

活の中で容易に把握できる環境を提供する、という意

味合いも込めている。  
 

2. 監視カメラ社会  
1998 年に公開されたエネミー・オブ・アメリカ [1]

という映画では、米国の国家安全保障局 (NSA)が、そ

の監視網を駆使して個人を徹底的に追いつめる怖さが

描かれている。監視網の主体は、通信傍受システムで

あるが、監視衛星のカメラをピンポイントかつリアル

タイムに制御し、監視対象の人物や自動車を追跡する

シーンは圧巻であった。その一方で、自動車トンネル

に設置された多数の道路監視カメラ、店舗に設置され

た監視カメラのような CCTV については、NSA といえ

どもオンラインではアクセス出来ないという設定が面

白い。  
監視カメラは犯罪防止に役立つという社会的な認

識に基づいて、1990 年代後半から CCTV 網が急速に普

及した英国では、150 万台に上るカメラが稼働してい

るという [2]。我国でも、2002 年に新宿歌舞伎町に設置

された街頭防犯カメラは有名であるが、昨今では、駅

構内や地下街などに、いたるところに監視カメラが設

置されている。道路上に設置した監視カメラで通過車

両のナンバーを読み取って記録する N システムは、旅

行時間の計測というかたちでドライバーに便宜を提供

しているが、事件発生時における容疑者の車両の割り

出しや、家出人の捜索などにも強力な情報源となって

いる。2002 年に公開された映画マイノリティ・レポー

ト [3]では、センサの下を通過する人間の虹彩を読み取

って個人を特定し行動を記録するシステムが描かれて

いたが、まさに N システムの人間版である。  
これらの監視カメラ網の殆どは、文字通り CCTV、

すなわち、クローズド・サーキットとして設置され運

用されている。遠隔地に映像を伝送する場合にも、専

用回線を用いるのが普通であろう。しかし、光ファイ

バによるブロードバンド回線が急速に普及し、IPv6 に

より潤沢な IP アドレス空間が利用可能になれば、個別

の IP アドレスを付与した監視カメラを、インターネッ

トに接続して監視カメラ網を構築する形態が一般化す

るものと思われる。開発コストや周辺機器の制約から、

放送用規格を踏襲するのが普通であった CCTV カメラ

にも、ネットワークに直結するタイプの製品が多くな

ってきた。放送用規格という制約を外すことによって、

高解像度化が著しいデジカメ技術の活用が容易になり、

10 メガ画素を超える解像度のものも現れている。  
映画エネミー・オブ・アメリカでは、NSA といえど

も CCTV 網の映像には、オンラインでアクセス出来な

い設定だったが、監視カメラがネットワークカメラに

なり個別の IP アドレスを持つようになれば、クローズ

ド・サーキットで運用しなければならない物理的な制

約はなくなる。さらに、そのカメラが、 新のデジタ

ル一眼レフ並の解像度を持つようになれば、その映像

収集能力は、桁違いに強力なものとなろう。  
 

3. 計算メディア  
膨大な数の監視カメラがネットワークに接続され

ただけでは、CCTV 網を構築するための専用回線をイ

ンターネット上の仮想回線に置き換えたにすぎない。

監視カメラ映像を被写体である一般市民にも開放する

ためには、一定の条件下で、監視カメラの設置者以外

にも映像を提供する仕組みが必要になる。  
これには、膨大な監視カメラ群から適切なカメラ群

を検索する仕組み、映像情報を受け取るユーザを認証

する仕組み、ユーザの資格や利用形態に応じて映像情

報を適切に加工する仕組み、インターネット上を流れ

る映像情報の盗聴やコピーや改竄を防止する仕組み、

などが含まれる。  
ネットワークに接続された監視カメラ群が獲得す

る映像情報を、ネットワークに埋め込まれた強力で潤

沢な計算資源が提供する上記のような仕組みを介して

利用する枠組みを総称して、ここでは、「計算メディ

ア」と呼ぶことにする。人間に情報を伝達する媒体と

してのメディアに、潤沢な計算資源を介在させた枠組

みである。  
ユーザの要求に応じて、適切なカメラ群を検索する

ための検索キーとしては、撮影範囲の位置情報を用い

るのが も容易であろう。位置情報は、緯度・経度、

住所表示、交差点名など、位置に固定したもの以外に

も、GPS や ID タグなどで獲得された被撮影対象の位

置を用いることが考えられる。また、監視カメラで撮

影されている映像の内容を検索キーとすることも、挑

戦的な課題ではある。  
悪意を持ったユーザが興味本位に「覗き見」的な利

用を行うことを阻止するために、映像情報を受け取る

ユーザの認証を厳密に行う必要がある。特に、被撮影

対象に特定の人物が含まれるようなアプリケーション

では、被撮影者の同意の確認をとる仕組みが必須であ

ろう。  
監視カメラで撮影された映像を、そのままのかたち
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でユーザに伝えるだけではなく、被撮影者や、たまた

ま写ってしまった人物などのプライバシー権を守るた

めの加工、複数の監視カメラ映像を融合するなどして

ユーザが見易い映像に変換する加工、などの処理も重

要である。  
映像情報を受け取るユーザの認証を厳密にしたと

しても、インターネット上を流れるパケットを盗聴さ

れれば情報が漏れる。従って、暗号化は必須である。

また、監視カメラの映像は、リアルタイムで見るだけ

なのか、それとも録画保存するのか、によって、プラ

イバシー権の扱いが大きく異なると言われている。リ

アルタイムで見ることだけを許すような仕組み、保存

やコピーを制限するような仕組み、一定期間を過ぎれ

ば絶対に使用不能になるような仕組み、などの開発も

必要であろう。  
 

4. プライバシー権  
監視カメラをメディアとして活用する枠組みを考

えようとする場合、プライバシー権の問題を避けて通

ることはできない。監視カメラの法的問題に積極的に

取り組んでいる小林弁護士 [4]は、「監視カメラを設置

運用する側の利益と、撮影される側の利益を等価値な

ものとみなし、その具体的な比較考量によって適法性

の基準を考えていく」べき、との見解を述べている。  
監視カメラを設置運用する側の利益と、撮影される

側の利益とは、相反することが多いが、昨今の治安の

悪化に伴って、「安全の確保」という撮影される側の利

益の重みが増してきたことによって、監視カメラの設

置を容認する傾向が強くなってきていると考えられる。 
一方、被撮影者が撮影に同意しているような状況で

は、監視カメラによる撮影は、撮影される側の不利益

とはならず、プライバシー権の問題は生じない。被撮

影者を何らかの方法で特定し、被撮影者とその関係者

に対してのみ、映像データを提供する仕組みが出来れ

ば、その応用範囲は広いのではなかろうか。  
 

5. 応用イメージとして  
本節では、計算メディアの具体的な応用イメージを、

我々の研究室における研究例の紹介を通して提示する。

いずれの例も、現時点では実験用に「あつらえて」設

置したビデオカメラの映像を使うことを前提にシステ

ムを構築しており、３節で述べたような、一般の監視

カメラの映像を活用する場合に必要となる仕組みにつ

いては考慮されていない。  

5.1. NaviView 
5.1.1. 高速道路における鳥瞰映像の提示  

ITS（高度道路交通システム）では、道路状況を把

握するための主要なセンサとして、道路監視カメラを

多数設置することが前提となっている。この道路監視

カメラの映像を、道路管理者だけでなく、道路を走行

する車両のドライバーにも有効活用してもらう枠組み

として、我々が 1998 年に提案したのが  NaviView で
ある [5][6]。  

図１に示すように、道路脇に設置された道路監視カ

メラの映像を加工して、自車の後方上空を追尾する仮

想カメラで撮影したかのような鳥瞰映像を提示する。

提示映像では、自車が常に画面中央に位置するため、

ドライバーにとって周囲の状況の把握が容易になる。

図２は、２台の道路監視カメラの映像から鳥瞰映像を

生成した例である。  
なお、鳥瞰映像を撮影する仮想カメラは、原理的に

は任意の位置に動かせるので、渋滞時、道路沿いに前

方に移動させ渋滞の先頭の様子を探る、といった使い

方も考えられる。  

 
道路監視カメラの映像を加工し、自車の後方上空から仮想カ

メラで追尾撮影したかのごとき映像を提示することによっ

て、自車の周囲の状況把握を容易にする  
図 1. 高速道路における鳥瞰映像の提示  

 
図 2. ２台の道路監視カメラ映像を合成した映像  

 

5.1.2. 交差点における死角領域の可視化  
高速道路における鳥瞰映像提示よりも、もう少し近

未来に実現できそうな応用イメージとして、交差点に

おける右直事故の防止を目的とした視覚支援の枠組み
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を 2001 年に提案した [7]。  
交差点で右折待ちする時に、対向車線の大きな車両

に遮られて、交差点に進入してくる車両が見えないこ

とをしばしば経験する。図３に示すように、信号機に

設置した道路監視カメラからは、対向車線の状況は容

易に見通せることを利用して、その映像を加工して右

折待ちのドライバーに提示する。  
当初は、図にあるように、右折待ちの大型車両を透

視して、死角領域にある車両を提示する方法を提案し

たが、ドライバーにとって、必ずしも見易い情報提示

とはならないことが分かり、現在では、図４に示すよ

うに、対向車線を仮想的な坂道状に提示する方法が優

れていると考えている [8]。直観的に分かりやすそうに

思われる「透視」という提示方法よりも、坂道状の提

示はという現実には有り得ない世界を仮想的に生成し

て提示する方が、人間にとって状況判断が容易になる

こともある、というのは興味深い。  
現在、筑波大学構内の道路（バスや一般車も走行）

の交差点に、図５のような道路監視カメラを５基設置

し、実車による実験を進めている [9]。また、仮想ミラ

ーを用いた提示方法などの検討も進めている [10]。  
 

 
交差点の信号機に設置された道路監視カメラの映像を加工

し、右折待ちのドライバーの視界を遮っている対向車線のト

ラックを仮想的に透視する  
図 3. 交差点における右直事故防止のための視覚支

援 (New Scientist Magazine に掲載された記事の図 ) 
 

 

図 4. 対向車線の全容を仮想坂道提示した例  

 

図 5. 筑波大学構内の交差点に設置した  
実験用の道路監視カメラ  

 

5.2. シースルービジョン 
屋外歩行者のための複合現実感（拡張現実感）とい

えば、地図情報に基づいて周囲の建物にアノテーショ

ンを付与する応用イメージが一般的である。これに対

して、我々は監視カメラが撮影している映像を、被写

体である歩行者に役立てる枠組みを、2003 年に提案し

研究を進めている [11][12]。  
図６に示すように、歩行者が携帯型情報端末をシー

スルーしたい方向にかざすと、建物の死角になってい

る部分が可視化されて、あたかも障害物である建物を

透視しているかのような映像が、情報端末の画面に提

示される。建物の向こう側の映像ソースは、そこを撮

影している監視カメラの映像を利用する。また、建物

の上部など、リアルタイムで映像を更新する必要がな

い部分については、テクスチャを貼り付けた３次元モ

デルを利用する。  
携帯端末のカメラから撮影される歩行者視点の映

像に、シースルーを表現するための監視カメラ映像や

３次元モデルを正確に融合するためには、携帯端末の

位置姿勢を正確に計測する必要がある。図７に示すよ

うに、携帯端末には位置・姿勢センサを装備している

が、正確な位置合わせには、携帯端末のカメラで撮影

された映像中に写り込んでいるランドマーク（建物の

角など）による補正が不可欠である。屋外におけるラ

ンドマーク照合は、天候などの影響を受けやすく、一

般には困難な問題であるが、我々は、監視カメラの映

像から、その時点のランドマークの見え方を反映した

テンプレートを作成することにより、この問題を解決

している。  
シースルーする範囲を１個の建物に限る必要はな

く、遠方まで複数の建物を透視することも考えられる。

また、提示する映像は、透視に限らず、鳥瞰映像であ

ってもよいし、監視カメラ視点そのものであってもよ

12 



 

い。携帯端末の画面上で、歩行者があたかもスーパー

マンになったかのごとく、視点の移動や透視範囲を制

御するとき、歩行者自身の体勢感覚との整合をとりつ

つ、分かり易く視点をナビゲートする問題 [13]や、透

視映像を直観的に分かり易く提示する問題 [14]などの

研究を進めている。  
 

 
携帯型情報端末をシースルーしたい方向にかざすと、建物の

死角になっている部分が可視化されて、あたかも障害物であ

る建物を透視しているかのような映像が情報端末のディス

プレイに提示される  
図 6. シースルービジョンの概念図  

 
図 7. シースルービジョンの道具立て  

 

5.3. ネットワークによる自由視点映像のライブ配信  
スタジアムで行われるサッカーの自由視点映像を

生成する研究を本格的に開始したのは、1999 年である。

生成方式としては、部屋規模の小空間を対象とする場

合の一般的な手法である視体積交差法に基づく研究を

進めつつ [15]、同時に、大規模空間を対象として、ラ

イブ配信、ネットワーク中継が可能な手法を模索して

きた [16]。  
多数の選手の自由視点映像をライブで配信するた

めに、個々の選手の映像は、ピッチ上の３次元位置に

配置したビルボードに、動画のテクスチャを貼る方式

で表現する。このような簡単な方法で、３次元映像が

表現できるのかについては、CG を使ったシミュレー

ションにより、３次元人体モデルで生成した映像と、

ビルボードで生成した映像を、人間の眼は容易には区

別できないことを確認した。むしろ、撮影された映像

ソースからの加工が少なくて済む分、同じ条件で撮影

された映像ソースを用いる場合には、ビルボードによ

る手法の方が高画質の自由視点映像を生成できる。  
図８に、自由視点映像ライブ配信システムの概要を

示す。スタジアムの高所２カ所に設置したカメラ（図

９参照）の映像により、選手とボールの位置を検出す

る。選手位置の情報は、スタジアム周囲に設置した８

台のテクスチャ獲得用カメラに送られ、各カメラの映

像からビルボードに貼るテクスチャを切り出す。すべ

てのカメラで得られた選手のテクスチャは、サーバに

集められる。ユーザに提示する自由視点映像は、ユー

ザの手元の端末で生成するので、ユーザの視点移動操

作にスムーズに追従した映像を提示することが可能で

ある。なお、ユーザ側には、指定された視点からの映

像を生成するのに必要 小限のテクスチャのみが配信

される [17]。生成された自由視点映像の例を、図 10 に

示す。一般のブロードバンド回線を用いて、複数のユ

ーザに自由視点映像を配信することが可能である。  
 

 
図 8. 自由視点映像のライブ配信システム  

 

 
図 9. 選手とボールの位置検出用に高所に設置した

２台のカメラ（電光掲示板屋上、メインスタンド屋上） 
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図 10. 自由視点映像の例（インカレ決勝戦 , 2003.11） 

 

6. むすび  
本稿の提案に沿って、監視カメラ映像を被写体であ

る歩行者の視覚支援のために提供するための基盤技術

が整備され、シースルービジョンのような応用イメー

ジが具体的に示されることによって、公共の空間に監

視カメラを設置することの是非に対して、これまでに

ない全く新しい判断材料を提供できるものと考えられ

る。  
監視カメラの利用価値を、設置者の立場から、被写

体である一般市民の立場へと拡大することにより、

「安全」と「プライバシー」の二者択一から脱却する

ことが可能になり、監視カメラの設置に対する社会的

なコンセンサスを得ることが容易になることも期待で

きる。総合科学技術会議の「安全に資する科学技術推

進」において、重点方針として挙げられている「安全

に資する科学技術を活用することの必要性についての

国民理解の増進」にも寄与できる可能性を秘めている

といえよう。  
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