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携帯電話アプリを用いた地域情報提供システムにおける 
位置情報つき画像データベースの最適検索半径の検討 
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あらまし   位置座標付き画像の類似度に基づいて位置情報だけでは不可能な店舗特定を可能にする地域情報デ
ータベースシステムを構築する．このシステムではＧＰＳ内蔵カメラ付き携帯電話のようにメモリに制約がある場

合でも最小限の通信でデータベースから店舗を特定し当該店舗の情報を得ることができる．本稿ではこのようなデ

ータベースシステムに多くのデータを蓄積しモバイル用途における最適な検索半径が得られる条件について検討し

た結果，同一店舗内画像間の最大距離の平均付近を検索半径とすることが最適であることがわかった． 
キーワード   モバイルアプリケーション，画像類似度，位置情報システム, 位置同定 

 

Discussing Best Radius for Retrieving a Shop on Image Database 
with Location in Regional Information System Using Mobile Application 
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Abstract  We are developing Regional Information System which can identify the shop by not only GPS location but the 
similarity of shop Image captured by a user. In out system, a user can get the information about the shop which was identified 
by the image captured on a mobile phone. The mobile phone has only small memory and bandwidth for using image. In this 
article, we contribute the best radius to be the average of maximum distance within same shop images for retrieving shops in 
our database stored with location embedded images. 
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1. はじめに  
近年，ネットワーク上で地図を利用したサービスの

研究開発がわが国のみならず海外においても急速に広

がりつつある．これらのサービスは「位置情報サービ

ス（LBS)」と呼ばれ，位置情報に基づく経路探索など
のアプリケーションが提案されている．特に小型携帯

端末に GPS が内蔵され地図アプリケーションと連動
したものは，パーソナルナビゲーションデバイス

（ PND)と呼ばれ個人レベルでの道案内として活用さ
れている．また，我が国においては平成１９年４月よ

り携帯電話からの緊急通報における発信者位置情報通

知機能が義務づけられ，各携帯電話端末に原則として

GPS が搭載されることになっている．このように，個
人レベルで GPS から得られる「位置情報」を活用でき
る環境が揃いつつある．  
一方で，これまで提案されているアプリケーション

は提供されている地理情報を「見て」利用するという

アプリケーションが多く，既存の地理情報から新たな

情報発信につなげるというサイクルは発展途上である．

今後，PND のような小型携帯端末を用いた地理情報活
用が広がっていくなかで，個人が地理情報（あるいは

それに付随する情報）を発信していくことにより，地

理情報の更新・蓄積が行われ新たな地理情報の創造に

つなげるサイクルが期待できる．  
我々は地図を媒介とするコミュニケーションを行

うアプリケーションを開発するために，個人化地図共

有システムを提案している [1]が，これに加えて利用者
からの情報発信手段の１つとして，利用者自身が携帯

端末を使って口コミで情報発信ができるシステムの開

発を行っている．  
本システムにおいて利用者が店舗情報を自ら発信

すると同時に位置情報つきの店舗画像を携帯電話から



 

 

送信できるようにすることにより，よりタイムリーに

使いやすい地域情報を提供できるシステムの構築を目

指している．  
携帯電話からこのような情報発信をする際の問題

点の１つとして，携帯電話では表示画面が狭く，また

検索などがしにくいため，目の前にある店舗に関する

情報を送信しようとするときに，検索などからその店

舗を同定することが困難なことがある．  
このため，目の前にある店舗を携帯のカメラで撮影

し，その画像を位置座標つき画像データベース中の画

像と比較して類似度の高い画像を有する建物を撮影対

象として同定する手法を提案した [1]．しかし，この実
験の際にはある程度の画像を対象としてその有効性を

示すことができたが，実際にどの程度の検索範囲を設

定すれば効率的な検索が行えるかという点については，

同一店舗を撮影した画像数が不十分であり検証できな

かった．  
そこで今回は，複数地点で 100 枚前後（50 店舗 )程

度の撮影を行い，それらの画像用いて画像の類似度を

計算する際にどの程度の半径を設定すれば効率的に検

索が行えるかの検討を行うための実験を行った．  
本稿の構成は次の通りである．２節では，我々が提

案している地域情報提供システムの概要を示す．３節

では本稿で検討を行う類似度計算法について簡単に説

明する．４節から今回行った最適検索範囲の検討のた

めの実験について説明し，その結果を示す．最後に５

節でまとめと今後の課題を示す．  
 

2. 携帯電話アプリを用いた地域情報提供シ
ステム  
本節では携帯アプリを用いた地域情報提供システ

ムの概要について示す．地域情報は様々な種類の情報

が考えられるが，本稿における地域情報は，飲食店等

の店舗に関する情報とする．  
本システムを利用した場合のシナリオとしては以

下のような流れとなる．  
１．ある場所にいる時に携帯電話アプリケーション

（携帯アプリ）を使って画像を撮影すると共に，GPS
により位置情報を取得して，システムサーバに送る．  
２．システムは位置情報に基づいて，特定の半径に

よって決まる範囲内の画像群を選択し，その画像群の

特徴量（類似度計算に用いる）を携帯アプリに返信す

る．  
３．携帯アプリは画像群の特徴量と撮影した画像の

特徴量とを使って類似度を計算し，類似度順に画像が

対象とする店舗情報をユーザに提示する（店舗情報は，

サーバに特徴量に付随する画像 ID をサーバに送るこ

とにより取得）．  

４．ユーザは店舗情報から画像の店舗を特定し，撮

影した画像をサーバに送信して登録する．  
図１はこの流れを図で示したものである．  

店舗情報が表示されるまでにユーザが携帯アプリ

に対して行う操作は，位置情報の取得と画像の撮影の

みとなり，検索のために店舗名などを入力する必要は

ない．  
本システムは以下の部分から構成される．各部はそ

れぞれ，サーバサイドとクライアントサイド（携帯ア

プリ）がある．  
（１）  ユーザ管理部  
（２）  画像管理部  
（３）  店舗情報管理部  
(1)のユーザ管理部においては，ユーザ情報を管理す

る．ユーザはソーシャルネットワークシステムとして

本システムを利用することができる．そのため，この

ユーザ管理部においてフレンドユーザ（隣接ユーザ）

情報などを管理し，将来的に推薦などに利用する．ま

た，ユーザが店舗等に独自にタグなどをつけられるよ

うにしており，そのタグ情報やお気に入りの店舗情報

はユーザ管理部で管理する．さらに，ある店舗情報に

関する評価情報（口コミ情報）もここで管理する．  
 (2)の画像管理部では，ユーザがシステムにアップ
ロードした画像についての処理を行う．アップロード

された画像はユーザ毎に管理し，ある画像がどの店舗

情報に対応するかをユーザが指定することができる．

また，画像類似度の計算を行って類似する画像から，

システムが対応すると推定した店舗をユーザに対して

提示することにより，ユーザが画像に対応する店舗を

指定することを支援する．ここで扱う画像は，GPS か
らの位置情報を含んでいることが前提であり，画像が

地図上でどこに位置するかを確認することもできる．  

携帯アプリを起動  

画像を撮影し位置情報取得  

サーバに位置情報を送信  位置から範囲内画像群を選択  

 選択画像の特徴量を返信  DB画像特徴量群を受信  

携帯内画像との類似度計算  

高い類似度DB画像 IDを選択  

店舗情報をサーバより取得  DB画像 IDから店舗情報を返信  

アプリ上に店舗情報を表示  

携帯画像をサーバに登録  店舗情報と共に画像をDBに登録  

   図  1 画像による店舗特定の流れ  



 

 

 (3)の店舗情報管理部では，飲食店等の店舗の情報
（店舗名や住所，電話番号）や，外部データベース（ぐ

るなびやホットペッパーなどの ID）などを管理する．
これにより，ユーザが地域情報を閲覧，新規登録を行

うことができるようにしている．また，外部データベ

ースの ID から，グルメサイトの情報なども参照する．  
 本システムのサーバサイドでは，その機能の多くを

ウェブサービスとして提供する．これにより通常のウ

ェブだけでなく，携帯電話のアプリケーションからも

共通にアクセスできるようにしている．  
 

3. 位置情報つき画像データベースによる類
似画像検索  
我々は，画像から位置（店舗）特定を行う問題に対

して，画像特徴量として色ヒストグラムを使った画像

類似度と GPS 座標を用いて画像をデータベースから
検索し，検索対象の店舗を撮影していると思われる類

似した画像を検索することによって，店舗建物を特定

する手法を提案している [1]．以下簡単に説明する．  
ある地点で撮影した画像 aの GPS座標を Laとする．

Laは緯度・経度の組である．一方，画像データベース

中の画像群を D とする．検索においては，ある半径 r
内の画像のみを選択するので，画像 mi が D 中に存在
した時 (mi∈D)，miの GPS 座標を Lmi  とすると Laと Lmi 
の距離 d(La, Lmi)は r 以下となる．NDは画像群 D の画
像数．この時，位置 La から選択される画像群は式 (1)
のようになる．  

 (1) 

画像 a について，色相のヒストグラムを求め，これ

をベクトルとしたものを とする．同様に画像 mi

の色相ヒストグラムのベクトルを とした時，２つ

の画像 a と miの類似度 sim(a, mi)を次のように表す．  

  (2) 

類似度を計算する方法は他にもあるが，今回の実験

では式 (2)を用いて類似度を計算した．画像の色ヒスト
グラムのみで類似度が計算できるかという議論があり

うる．  
これについて「色ヒストグラムの有用性は，表現が

捨て去る画像情報を考えると若干驚くべきものである．

しかし，たとえば AT&T の Chappelle らはコレルのコ
レクションの画像を色ヒストグラムの情報のみでカテ

ゴリに分類できることを示した (Chapelle, Haffiner and 

Vapnik, 1999)」 [2]という議論があり，また前回の実験
においても一定の性能が得られており，特徴量抽出の

計算が容易でモバイルシステム向きであり類似度計算

も少ないメモリで可能であることなどから色ヒストグ

ラムのみを使用したものでも有用性はあると考えてい

る．  
 

4. 実画像を用いた実験  
4.1. 実験における実装  
本稿の実験において，使用した環境は次の通りであ

る．  
サーバ：Pentium4 3GHz/1GB Memory/250GB HDD 
クライアント：DoCoMo 903i シリーズ  3 台使用  
携帯アプリ：Doja-5.0 実験用に開発したもの  
 
実験用画像は数日に渡って行い，複数地点の店舗画

像を各店舗につき複数の携帯で１～８枚程度撮影した．

この結果，撮影店舗数 126，撮影画像数は 467 枚とな
った．１店舗につき画像が 4 枚の店舗がもっとも多く
47 店舗となっている．ただし１枚しか画像がない店舗
が 9 店舗あり，これは質問画像としては使用していな
い．なお同一店舗であるという情報は手動でつけてい

る．同一店舗内画像の距離の分布を図２に示す．  
各画像は撮影時に位置座標も携帯 GPS より同時に

取得している．ただし，梅田地下街で撮影した画像も

あり，そのような画像においては位置座標の誤差は大

きい．  
同一店舗画像内での GPS 座標間の最大距離は

293.3m であり，同一店舗画像間の最大距離の平均は

30.9m であった．同一店舗内画像の距離の最大値は予

想よりもかなり大きかったが，これは異なる携帯電話

で測位を行ったことも理由であると考えられる．また

複数エリアで撮影を行っているため，２つの画像間の

距離の最大値は 28km（梅田‐三宮間）程度となってい
る．   

4.2. 実験における問題点  
今回，作成した携帯アプリのプラットフォームとし

て DoCoMo の 903i 端末を使用した．この機器では

図  2 同一店舗内画像の距離の分布  



 

 

Doja-5.0 というプログラム開発 API において GPS によ
る位置情報取得をサポートしているが，携帯アプリで

位置情報を使用するためには，コンテンツベンダ（企

業）のアプリ ID が必要となり，大学においては直接

位置情報を取得する API を利用することができなかっ
た．一方で，i-Mode のインターネットブラウザを利用
して，サーバ側で端末の位置情報を端末側から通知す

ることが可能である．  
そのため，アプリ側からブラウザを起動し，位置情

報をサーバで取得した後，ブラウザからのアプリ起動

を利用して位置情報をアプリに渡すという方式をとっ

た．  
(1) 携帯アプリから URL を指定して i-Mode ブラウ

ザを起動する  
(2) 指定した URL では，端末から位置情報を取得す

るリンクを表示  
(3) 利用者がリンクをクリックし，GPS で取得した

位置をサーバに送信 (CGI) 
(4) サーバは利用者が送信した位置情報をパラメー

タとして，アプリを起動するリンクを表示  
(5) 利用者がアプリ起動のリンクをクリックするこ

とでアプリが起動  
(6) 起動したアプリはパラメータとして位置情報が

あると，カメラ撮影モードに入り，撮影後保存する画

像に位置を埋め込む．  
903i シリーズの携帯電話の中には，通常のカメラ機

能で画像撮影後に画像に GPS で取得した現在位置を
直接埋め込める機能を持った端末もあるが，同じ 903i
シリーズの中でもそのような機能を持たない端末も存

在したため，上記のような方法で画像に位置情報を持

たせることとした（ただし，SO903i のみは画像に位置
情報を埋め込む API を有していなかったため使用でき
なかった）．  
なお余談であるが，端末機種によっても携帯 GPS で

の位置測位にかかる時間は異なっていた．  
 

4.3. 実験結果  
実験は検索半径 r を変えて，ある画像から同一店舗

の画像がどの程度検索できるかについて確認を行った．

この実験では，撮影したすべての画像について，ある

１枚を取り出し，それを質問画像とし，その質問画像

を除いた画像群を検索対象とした．ただし，同一店舗

の別の画像を持たない画像は除いている．したがって，

ある検索半径で行う問い合わせ回数は画像数から１枚

のみの画像を引いた回数（467-9=466）となる．しかし
１枚しか店舗画像のない画像も検索対象には含めてい

るため，１回の問い合わせで検索対象となる画像数は

467-1=466 枚である．表１に，検索半径を 10m 刻みで

変化させたときの実験結果を示す．  
表  1 検索半径を 10m刻みで変化させた検索結果  

半径  5 位まで  10 位まで  
10m 55.7% 66.2% 
20m 57.0% 69.2% 
30m 55.2% 69.4% 
40m 54.0% 70.7% 
50m 52.9% 68.7% 
60m 50.7% 66.4% 
70m 49.9% 64.7% 
80m 48.6% 63.6% 
90m 47.3% 62.3% 

100m 42.8% 58.0% 
110m 41.3% 56.7% 
120m 40.3% 55.9% 
130m 39.6% 55.9% 
140m 39.4% 54.6% 

この表では，同一店舗の画像が類似度順位の一覧で

何位以内に入っているかを示している．ある画像を問

い合わせとして，同一店舗の別の画像が 5 位以内と 10
位以内に入る場合が，全体の何％かを示している．  
検索半径が小さすぎると，同一店舗の画像が検索半

径外に出てしまい選択される検索対象画像が少なくな

って検索できなくなる．一方，検索半径を大きくする

と多くの画像が検索対象として選択されるが，類似度

で他の画像の方が高くなるものも増加するため，同一

店舗画像の類似度順位が低下する．  
この表から 40m付近において良い結果となることが

分かったため，1m 刻みでより詳細に計算を行った結果，
検索半径を 35m に設定した時が，10 位までに入ってい
る割合が最も良くなることが分かった．35m の検索範
囲の時，5 位以内の割合は 55.0%であり，10 位以内の
割合は 70.9%であった．5 位までに入っている割合は
検索半径が 22m の時が最も大きく 57.2%であり，その
時に 10 位までに入っている割合は 69.0%であった．1m
刻みで計算した結果は図３のグラフに示す。  
同一店舗内画像間の最大距離の平均が 30.9m である

が 5位までを見たときはそれよりも短い 22mが最も性
能が良く，10 位までを見たときは平均よりも長い 35m
が最も性能が良くなっている．同一店舗内画像の最大

距離が 35m 未満に 64.1%(75/117)の店舗が含まれてお
り，同一店舗内のすべての画像が検索半径内に収まっ

ている場合に検索が有効に働くと考えられる．これは

今回の実験では１店舗について４枚程度の画像を用意

しており店舗を撮影するアングルも複数あり，アング

ルが多少異なる場合でも類似した画像がいずれか１つ

は検索の上位に来たためと推測している．  
ただし，今回の実験は複数の携帯電話を使ったため，

携帯カメラの違いによって色ヒストグラムでは類似度

が高くならない場合がある．  
 
 



 

 

 
 図  3 検索半径と検出率 [%](1m 刻み ) 

 

5. まとめと今後の課題  
地域情報提供システムのための位置情報つき画像

データベースにおける最適検索範囲について検討を行

うため，実際の画像を収集しそれらを利用して実験を

行った．その結果，検索半径としては同一店舗内画像

間の最大距離の平均付近が我々の提案する手法におけ

る最適な値であることが分かった．同一店舗であると

いう情報は，新たに画像データベースに画像を登録す

る際にユーザがシステムからの提示を元に店舗を設定

するため，この同一店舗内画像間の最大距離の平均値

はデータベースに店舗が特定された形で画像が蓄積さ

れた段階で計算が可能である．  
なお，前回の実験 [1]においても暫定的に検索範囲を

40m と設定していたが，その値は経験的に設定してい
た．今回は店舗数と一店舗における画像数を増やし，

検索半径ごとの結果を計算することにより，最適な検

索範囲の決定方法を示すことができた．  
 
今後は地域情報提供システムをより充実させて，ユ

ーザの店舗評価を用いて推薦が行えるようにする予定

である．  
なお今後の課題として，携帯カメラが異なると色特

性が異なることにより，色ヒストグラムを用いた類似

度計算では，同一店舗に対しても類似度が高くならな

いことがある．前回は単一のカメラしか用いていなか

ったが，今回は複数の携帯カメラを用いたことにより，

類似度順位が悪くなっている部分があると考えられる．

そのため，携帯のカメラの色特性を補正する方法，あ

るいは画像の色情報以外の特徴量も用いて類似度を計

算する方法等を検討していく．  
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