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サービス系研究開発のスピードアップを目指したサービスインキュベーションの取り組み

は じ め に

近年のスマートデバイス＊の急速な普

及やモバイルネットワークの進展によ

り，いつでもどこでもユーザが情報に

アクセスできる環境が整っています．以

前からキーワードを文字入力して情報

を検索するサービスが広く使われてき

ましたが，最近では，音声で質問するこ

とで情報にアクセスできるサービスも登

場しました（1）．しかしながら，キーワー

ドとして適切な言葉が思い浮かばない

場合や，文字や音声の入力が困難な

状況ではスマートデバイスやモバイル

ネットワークの利便性を十分に活用す

ることができません．この問題を解決

するために，私たちは「RTC（Real

Time Communication）中のメディ

アを修飾・変換するサービス群」のサー

ビスビジョン型可視化（2）の取り組みと

して，ユーザが言葉を使わなくてもその

場面で必要な情報にアクセスできる通

信サービスの実現を目指しています．

サービス概要

■コンセプト

SightXは，目の前にあるモノの名前

が分からないときや声を出すのがはば

かられるときにも，知りたい対象にス

マートデバイスのカメラを向けることで

質問できるサービスです．これにより，

ユーザはいつでも，言葉を使わずに情

報が取得できるようになります．この

サービスを新旧さまざまなスマートデバ

イスからご利用いただくために，複雑

な処理はクラウド上の高性能サーバで

実行します．このサービスを，視覚

（sight）を探査する（explore）こと

で認識・視野を拡大する（expand）

という意味を込めて，SightXと名付

けました．

■利用シーン

以下ではSightXの利用シーンを，

ユーザに提示する情報とともに，具体

例を挙げながら詳しく紹介します．

SightXの利用シーンとしては，知りた

い対象の名前が分からないときがまず

挙げられます．

（1） 雑貨店や専門店などの商品

デザイン性の高いキッチン用品など，

見慣れない形状をしていて商品名や用

途が分からない商品にカメラを向ける

ことで，その名前，値段など商品の基

本的な情報を提示できるようにします

（図１（a））．またワインや日本酒といっ

た，名前や値段だけでは十分理解でき

ない嗜好品などには，味わいや評判な

どさらに詳しい情報も提示します（図

１（b））．

（2） 名前を知らないか思い出せない

人物

TVや雑誌に出ている名前を知らな

い有名人や，名前を思い出せない知人

が対象の場合，顔にカメラを向けるこ

とで，その人物の名前，年齢，所属な

どのプロフィールを提示できるようにし

ます（図１（c））．さらに知人の場合

は，連絡先なども提示します．

このほかのSightXの利用シーンとし

て，雑踏や電車の中，公共の場所な

ど，音声で質問するのが困難な場所で

の利用も想定しています．

（3） 観光地や店舗の看板

観光地にある案内看板や，店舗の

看板にカメラを向けることで，案内の

概要や現在地，Webサイトなどの情報

を提示できるようにします（図１（d））．

店舗の看板については，その店舗の

ジャンルや評判なども提示します．

このように，SightXでは，知りたい

対象やユーザの状況に応じて広範な知

識を提示します．

機 能 構 成

SightXの機能構成は以下のとおり

カメラを向けることで，その場面で必要な情報が
取得できる「SightX」

本稿では，ユーザが言葉を使わなくても情報にアクセスできる通信サービ
ス「SightX」を紹介します．SightXでは，目の前にあるモノの名前が分から
ないときや声を出すのがはばかられるときにも，ユーザが知りたい対象にス
マートデバイスのカメラを向けることで，その場面で必要な情報が取得でき
ます．
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です（図２）．

① リアルタイム映像送信機能：

ユーザがスマートデバイスで撮影

した映像をクラウド上のサーバへ

リアルタイムに送信します．

② 映像認識機能：クラウド上の

サーバでは，モノや人物など，多

種多様な対象を幅広く認識するた

めに，特性の異なる映像認識エン

ジンを複数並行して動作させて，

「スマートデバイスから送信された

リアルタイム映像に写っている対

象が何か」を認識します．

③ 知識処理機能：映像認識エン

ジンで得られた結果を基に，認識

した対象についてユーザに提示す

る情報を生成します．ここでも，

複数種類の知識処理エンジンが同

（a）　商品名が分からないとき 

「ローラ」さんです 

宝歓神社のWebサイトが 
見つかりました 

トスカーナ州の赤ワイン 
「Shaaekine」に似た味です 

（d）　声が出しづらいとき 

（b）　どんな味わいか知りたいとき （c）　プロフィールを知りたいとき 

図１　SightX の利用シーン 

 

「ピラニアピザカッター」です 
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図２　SightXの機能構成 
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時に動作することで，広範な情報

の生成を可能とします．

④ 情報表示機能：知識処理エン

ジンが生成した情報をスマートデ

バイスが受信し，画面に表示し

ます．

このように，ユーザが使用するデバ

イスに求められる機能はリアルタイム

映像の撮影，データ送受信，情報の

画面表示のみとなっており，最新の機

種に限らず，新旧さまざまなスマート

デバイスでの利用が可能です．また，

②映像認識機能と③知識処理機能は，

クラウド上にそれぞれ複数種類の映像

認識エンジン・知識処理エンジンを多

段に配置する構成を採用しています．

このため，多様な認識対象に関する広

範な情報を，サービスを使い分けるこ

となくカメラを向けるだけで取得する

ことができます．前述の利用シーンで

示した対象に限らず，認識対象や生成

する情報の追加・変更に合わせて個々

のエンジンを更改することも可能です．

例えば，新たに人物の感情も認識した

い場合は顔の表情を認識するエンジン

を追加するだけで対応できます．

プロトタイプ実装

私たちは前述した利用シーンが実際

に体験できるSightXのプロトタイプを，

NTT研究所の内外から関連技術を集

めて実装しています．次に，現在のプ

ロトタイプのユーザインタフェースの動

作イメージと，利用している映像認識

エンジン・知識処理エンジンを紹介し

ます．

（1） ユーザインタフェース

ユーザが知りたい対象にカメラを向

けると，対象についての情報（名称な

ど）を，画面上で対象に重畳するAR

（Augmented Reality）で表示しま

す．またユーザがARで表示されたアイ

コンをタップすると，表示する情報を

切り替える（例えば，名称から価格へ

切り替える）ことができます．またア

イコンを長押しすると，さらに詳しい

情報をタブウインドウで表示します

（図３）．

（2） 映像認識エンジン

モノを２次元的に認識・照合するオ

ブジェクト認識エンジン，顔から「人

物が誰か」を認識する顔認識エンジン，

英語と日本語の文字を認識する文字認

識エンジンを使用しています．特に文字

認識エンジンは，文字列の段組みを考

慮することで文章中の「どの節か」まで

特定することができます（Kappan（3））．

アイコンをタップ 

アイコンを長押し 

アイコンを長押し 

『名前』ニャ。 

『金額』ニャ。 

図３　動作イメージ 
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（3） 知識処理エンジン

商品名や店舗名など，基本的な情

報を収集する検索エンジンのほか，購

買情報などのライフログに基づいて，

初めて見た商品や店舗の雰囲気などに

ついて，「ユーザが過去に体験したもの

で何に相当するか」を例示し，理解

を支援する感性コミュニケーションエ

ンジン（4），（5），商品や店舗に対する多

数の評判情報（いわゆるクチコミ）を

解析して短く要約したクチコミを作成

し，スマートデバイスの小さな画面に

表示できるクチコミ要約エンジン（6）を

利用しています．

まとめと今後の展開

SightXは，ユーザが言葉を使わなく

ても情報にアクセスできる通信サービ

スの実現を目指して検討を進めてきま

した．現在までに，SightXの使用感

が実際に体験できるプロトタイプを実

装し，サービスイメージを可視化して

います．

今後は，事業会社とともに，実際に

お客さまに使っていただくフィールドト

ライアルの実施，さらにこのトライア

ルと並行して，日々進歩を続ける映像

認識，知識処理の要素技術や，ウェ

アラブルデバイスなどの新しいデバイス

の適用を進めます．

まずはトライアル実施に向けて，映

像認識機能，知識処理機能の精度向

上，プロトタイプの動作安定化を目指

します．トライアルを通じて得られた

意見や知見を要素技術の研究開発へ

フィードバックするだけではなく，新た

な利用シーン開拓のきっかけとし，さ

らに顕在化した技術課題を今後の要素

技術の研究開発における方向性の議論

に活用します．

新しい要素技術やデバイスの適用と

しては，例えば３次元被写体識別技

術（7），（8）を映像認識エンジンに適用す

ることを予定しています．少ない学習

画像から３次元の被写体を識別できる

ため，さまざまな立体物を認識する必

要がある利用シーンへの対応も可能に

なると考えられます．また，ユーザの

状況や興味関心を推定し，本当に求

めている情報を選定するために，ユー

ザの視点，視野と同等の映像が取得可

能なメガネ型のカメラデバイスの適用

も検討しています．

またSightXは，認識対象や生成す

る情報の追加・変更に合わせて個々の

エンジンを柔軟に更改できるため，汎

用性が高いという特徴があります．そ

のため，私たちだけでは想定できない，

よりお客さまに近い現場でのさまざま

な問題や課題を解決できる利用シーン

も存在するはずです．そこで，お客さ

まや事業会社のご意見・ご要望を柔軟

に取り入れながら，利用シーン，適応

範囲を広げ，サービスビジョン型可視

化として，価値ある通信サービスを実

現していきたいと考えています．
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SightXの今後の検討を，ぜひお客さまや
事業会社の方々とともに進めていきたいと
考えています．ご興味のある方がいらっ
しゃいましたら，ぜひお問い合わせくだ
さい．
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