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・ユーザ参加型Webサービスコンテンツ;UGC (User Generated 
Contents)の浸透 

 

・カメラ・センサを内蔵したスマートフォン等 
 高機能デバイスの普及 
 

・高速無線通信環境の整備 
 

・電力供給環境の飛躍的向上 
 スマートグリッド進展によるEV普及 

 ユーザが撮影した道路ビデオを即時的に共有・活用できる 
 「道路コンテキストサービス」 
 

 ⇒ Google Street View の課題点を克服 
 

  モバイル端末画面上の電子地図と連動し、 
  最新ビデオや指定条件に合致した履歴ビデオ、 
  センサデータの分析結果を配信 

背 景 

研究テーマ・システム実装 

サービス実現へ向けた 
技術的研究課題 

 

技術課題検討の成果 
 

ストリームデータの高速処理 

時空間情報検索の効率化 

UGCからのデータベース構築 

プライバシー保護の自動化 

スケールアウト技術 

ストリームデータプロセッサ(SDP)
導入によるシームレスなデータ処理 
時空間インデックス(特許7発明出願) 

KVS採用により従来のRDBMSと比較
して約3倍の速度を実現 

画像マイニングによるプライバシー
対象の自動抽出 

複合プライバシー概念によるプライ
バシー定量化モデルの構築 

クラウド環境の導入 
 参照系：Amazon EC2 
 構築系：Nifty Cloud 
  (オンプレミスサーバ・従来型レンタルサーバ等活用) 
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UGCからのデータベース構築 

パフォーマンス計測結果 
KVSを含む複数のDBMSのス
ケーラブル特性を計測・比較 
 MySQL V5.0 
 PostgreSQL V9.0 
 VoltDB V1.2.1 
 Redis V2.0.4 
 
・計測サーバ環境 
 Amazon EC2 ハイメモリ 
  ダブルエクストララージ 
  インスタンス  
 OS : CentOS5.4(64bit)  
 HDD : 820GB 
 Mem : 34.2GB 
 CPU ：Intel® Xeon ®  

     X5550 2.67GHz 
    （Quad Core） 

・ストリームデータ処理結果をほぼリアルタイムにDB化するための構成 
   DBCacheの介在により、ストリーム永続化時のバーストを制御する 

SDP 
日立  
uCSDP® 

DBCache 

Memcached 

専用 
I/Fライブラリ 

Index 

時空間情報検索の効率化 
経路モデル 

起点ノード 

終点ノード ● 

基準点 

リンク：道路網上の二つの点 
    （ノード）を結ぶ 
基準点：リンクの中間点 
ルール：交差点、大きなカーブに 
    ノードを設定 
   ：各リンク長の上限は約100m 
   ：ノード及びリンクにIDを付与 

経路データベース 

ノードテーブル、基準点テーブル 

リンクテーブル 
リンクID 起点ノードID 終点ノードID 

ノードID 緯度 経度 

ストリーム処理により、 
公開可能ビデオを更新 

・中間点（○印）に最も 
 近い基準点を検索 ○ ● 

● 

● 
● ● 

● 
その基準点が属するリンク 
 ＝そのビデオの経路 

・アップロードされた 
 各ビデオフレームの 
 時系列位置情報から 
 中間点を算出 

・リンクの起点と終点に最も近い位置の 
 ビデオフレームを探索（これらの点が 
 ビデオの再生開始/終了位置） 

※起点以前及び終点以後のビデオフレームは、 
前後に撮影されたビデオのメタデータに統合 

終点 起点 
0 1 2 ・・・ n-2 n-1 n 

・位置情報は誤差を含むた
め、どの経路に属するかを
判定 

・位置インデックスの固定化
を図ることで大規模で更新
頻度の高いビデオデータの
管理と閲覧時の検索・抽出
処理の高速化を実現 

ストリームデータの高速処理 
日立製作所殿より提供されたSDP 「uCosminexus Stream Data Platform®」
を用い、撮影用端末よりアップロードされるデータを逐次処理。 
• 画像処理を前処理部として分離 
  ⇒ 画像処理部とSDPとを、それぞれ最適な処理プロセッサで高速化 
• データベースレコード種別の判定 
  ⇒ 画像処理と経路判定によるビデオデータの最新性と公開性を判定 
• 加速度センサの情報よりドライビング診断 
  ⇒ 問題個所を検出しGoogle Map上へ表示 
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スケールアウト技術 プライバシー保護の自動化 

・各シーンのフレーム画像に含まれる特徴量はOpenCVのBoosting学習関数により抽出 

・アップロードされるビデオが公開可能か否かを判定するために、ビデオ 
 データの特徴の定量化を行う 
・画像処理とストリームデータ処理を分離し、それぞれに適合した処理環境
を割り当てることにより高速化を実現 

プライバシー対象の例 障害物対象の例 

プライバシー判定用画像処理 
・プライバシー対象物｛人物、住
宅表札、洗濯物、自転車等｝の
特徴を抽出 

不適性シーン判定用画像処理 
・風景ビデオの障害となる対象物｛前
方走行する大型車両｝の画面占有率
（％）を抽出 

・事故シーンの特徴抽出 

メッシュ対角線長 
10m 

経路起点ノード 

経路終点ノード 

+ 

メッシュ中心点 
経路上の実測点 
検索入力値 

+ 

企業連携 
日産自動車殿より提供
された映像を活用した
iPadアプリを開発 
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米国西海岸（Amazon EC2） 
国内（レンタルサーバ） 

アップロード処理待ち 
ビデオデータ累積件数 

経過時間（分） 

累積ファイル数（個） 

参考：東京からの通信速度比較 
サーバ設置場所 ダウンロード速度 アップロード速度 

東京 8.43Mbps 16.52Mbps 
カリフォルニア 4.68Mbps 5.06Mbps 

11/27 http://www.speedtest.net/ を使用し、固定回線にて計測 

クラウド環境へのシステム構築でスケーラビリティを
確保 海外のクラウドではレイテンシが大

きくユーザビリティに問題あり 
 ⇒構築系と参照系に分け、目的に 
  応じた環境を選択 

実験概要 
スマートフォンアプリケーションにて連続ビデオ撮影を行
い、データを3G通信回線経由でアップロード 
（1fps、1ファイル10秒、サイズ200kBytes） 
 
日時：2010/11/27（土）17時台 
場所：東京（品川シーサイド周辺） 
 

DBMS 



ビデオ 
検索・参照 

外部DB 

データ 
バッファ 

ストリームデータ処理部 

地域判定 

不適性 
判定 

処理１ 
障害物 
判定 

事故 
判定 

処理2 
SDP 

プライバ
シー判定 

前処理部 
画像特徴抽出 
・障害物占有率 
・通行者の顔ｎ 
・プライバシー 
 対象 

外部DB- 
ストリーム変換 

経路同定 

後処理部 

DB 
Cache 

I/F 

項目名 形式 
内部時計日時 yyyy:mm:dd:hh:ii:ss 
ビデオフレーム

番号 
int 

緯度 float 
経度 float 

GPS日時 yyyy:mm:dd:hh:ii:ss 
方位 float (%0.1f) 

加速度（X軸） float (%0.2f) 
加速度（Y軸） float (%0.2f) 
加速度（Z軸） float (%0.2f) 

Key Value 
AAAAA_2010121
8142730_1 

20101218142730, 1, 48.765, 
180.136, 公開可能DB 

AAAAA_2010121
8142731_2 

20101218142731, 2, 48.234, 
179.991, 最新ビデオDB 

・ 
・ 
・ 

・ 
・ 
・ 

ビデオ 
ファイル群 

ビデオファイル 
ダウンロード 

経路検索 

位置・時間
指定 

Google 
Maps API 

経路DB Server 

経路DB 

最新ビデオ 
DB 

公開可能 
履歴DB 

公開不可 
履歴DB 

DB 
Cache 

Web 
 Server 

ビデオファイル 
ダウンロード 
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システム構成図 

 
  

各ユーザが必要とする情報をUGC形態で大量に収集し，多様な視点から見ることの可能なコンテキストとして提供する方式
の実装 
大量かつ即時的にサービス提供が求められるビデオデータ処理の高速化要求に対して、ストリームデータ処理を利用し，収
集したビデオデータが最新か否かと公開可能か否かを高速に判定することにより，即時的に提供する方式を構築 
データアクセスの高速化要求に対して，最新ビデオデータベース・公開可能履歴データベース・公開不可履歴データベース
の3種類に分類し，最新ビデオの表示や特定条件下でのビデオ表示を高速化 

研究成果 
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