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可視光を利用した盗撮防止システムの開発
～スマホ等による被害を防ぐために～
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開発背景 1/4

どこでも手軽に撮影画像を取得できる時代が到来！
・ 携帯電話，スマートフォンの爆発的普及

・ ネットワーク環境の整備に伴うSNSの一般化

傾向 ・幅広い世代が利用 ・撮影している事に気付かれない

傾向
・10～30代の半数以上が利用
・書き込みだけでなく画像の投稿も多用

保有する情報通信機器

インターネットの使用目的

http://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/h24/html/nc122110.ht
ml 

「平成25年版情報通信白書」（総務省）

「平成25年版情報通信白書」（総務省）
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開発背景 2/4

カメラのジャミングは困難！

・ 盗撮行為・デジタル万引きの多発
-盗撮：撮影の対象者あるいは対象物の管理者に
了解を得ること無く隠れて撮影すること． (広辞苑)

-デジタル万引き：書籍や雑誌を購入せず，店頭で撮影する
行為 (日本雑誌協会等)

tr.twipple.jp

将来的な懸念
・ウェアラブル市場の活性化．
・より盗撮被害が増加する可能性も．

http://allabout.co.jp/gm/gc/55778/2/

http://ggsoku.com/2013/02/google-glass-
qa/

公衆トイレ，映画館，
カジノ等でははずす
のがエチケットに．．．

http://www.npa.go.jp/hakusyo/h25/youyakuban/youyakuban.pdf 

プライバシー，個人資産，企業秘密等，多くの被害が．．．
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開発背景 3/4

カメラ撮影に関するマナーは崩壊！

・ SNSとの連携による画像のアップロード
-バイトテロ：SNSに店の内情やいたずら行為を撮影して
アップ，瞬く間に拡散して大きな損害．

-有名人の無許可撮影：芸能人，著名人が無許可で
撮影されSNSに投稿され心的被害．

http://enjyou.net/炎上リスクについて/バイトテロについて/

デジタルタトゥー

・インターネット上に一度投稿されたログ
は半永久的に残り続ける．
・“人間は不死になった”
(2013 TEDカンファレンス)
・1回の撮影が人生を壊す．

http://bizmakoto.jp/makoto/articles/1402/21/news049.html/

誰でも気軽に撮影できる結果，
引き起こされた悲劇
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開発背景 4/4

カメラ撮影の被害を防止するための技術
・ 現在普及している技術

-撮影時シャッター音を鳴らす ← 音声を消すアプリが存在

-剥がした事が分かるマナーシール ← 企業見学等の用途のみ

-機器の角度により撮影を禁止する機能 ← 効果は限定的

・ 関連技術の例
-赤外線を用いた映画盗撮防止技術：スクリーンに赤外線を照射し，
撮影時に映り込むようにする ← 特別な装置が必要，汎用性に欠ける

・ 関連特許の例
-特許公開2010-147993：室内照明の一部の照度を変えて保存をさせない
撮影時に映り込むようにする ← 制限機能が限定的．照明を直接写す必要あり．

これらの効果に関して
・直接効果的であるものは無い． ・特別用意するものが少なく，低コストに実現できる方法が望ましい．
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開発目標：可視光を利用した盗撮防止システム

可視光ビーコンを利用して，カメラに対して直接様々な制限をかける！
・ LED照明をマイコン制御しビーコン発生
・ カメラによる取得画像をソフト or ハードレベルで処理し，機能制限

可視光ビーコンを生成

信号を受信

LEDライト

カメラ機能等の制限
http://www.kinokuniya.co.jp/c/store/Kokubunji-Store/shopinfo.html
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技術概要

トランスミッタとレシーバの連携で実現！

・ トランスミッタ
- LEDを点灯させることでビーコンパターンを生成．

・ レシーバ
- カメラで取得した画素値を処理してビーコンを受信，機能制限．

提案手法の特徴
・既存のLED照明を利用可能．
特別な装置の導入を極力抑え実現．

・LED光源は直進性が高いため，
撮影制限空間を区別する事が可能．

・端末カメラの画像処理で実現する
事で，特別な装置等を付けること
なく制限可能．

・ビーコンパターンで制限する機能
を選択する事が可能．
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技術詳細：トランスミッタ

ちらつき防止とパターン送信を両立！
・ トランスミッタ

-屋内のLEDを利用し，特別な装置が不要． -強点灯と弱点灯を利用し視覚を妨げない．
-照度変化の小さいビーコンパターンを利用し，パターンによって，機能制限に幅．

GND

マイコンによるプログラムで
強弱点灯とビーコンパターンを実現

信号が“1”の時だけ変化

消灯しない

実装

強弱点灯

実装回路図

実装は，LEDをマイコンで制御
スイッチを切り替えて抵抗値が変化
強弱2種類の照度を得る．

VDD

VM

GR-SAKURA
ルネサス32ビットマイコンを搭載
CPU:RX63N
電源電圧：5V
最大動作周波数：96MHz
端子電圧：3.3V

http://japan.r
enesas.com/
products
/promotion/gr
/index.jsp
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技術詳細：レシーバ

フレームレートやノイズに強い受信処理
・ レシーバ

- カメラで取得した輝度値の変化を読み取る． - フレームレートに影響されない読み取り方法．
- アルゴリズムの工夫で手振れにも対応．

手振れに対応
フレームを分割し，
それぞれの輝度値を
算出する

Ｂｅａｇｌｅｂｏａｒｄ_ｘＭ

実装アルゴリズム

・CPU：DM3730（ARM Cortex-A8）1GHz
・メモリ：512MB LPDDR RAM
・電源：DC5V 2.6A
・OS:Ubuntu11.10
モバイル向け端末に広く搭載されており、
低消費電力下での動作が可能な
ARMCortex-A8を搭載

信号変化の安定
現在フレームの輝度値と
過去5フレームの
平均輝度値の変化を
調べる

スマートフォンを想定した実験
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効果検証

LEDシーリングライトとUSBカメラで実験

・ 検証方法
-暗室内でLEDシーリングライトをマイコン制御．
- USBカメラを模擬スマホボードで処理．
-実験項目
① 送信ビーコンパターンの検証

② 受信ビーコン波形の検証

③ 最適ビーコンパターンの決定

④ 反射光による制御効果の検証

⑤ 強弱変化LEDの割合検証
⑥ 手振れ補正効果の検証

想定環境
・太陽光等が入らない，店内，駅の構内．
・屋内LEDのいくつかがマイコンにより制御．
・カメラ使用者の端末には制御プログラムが
インストールされている．
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検証結果：①送信ビーコンパターンの検証 ②受信ビーコン波形の検証 1/2

機器の仕様に依存しない送受信処理を実現する！
・ 実環境を想定

- トランスミッタの周期とレシーバのフレームレートは一致しないことが普通

送信ビーコン
パターン

受信ビーコン
波形

レシーバ側は受信波形の形状でパターンを判断するレシーバ側は受信波形の形状でパターンを識別する
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検証結果：①送信ビーコンパターンの検証 ②受信ビーコン波形の検証 2/2

機器の仕様に依存しない送受信処理を実現する！
・ 実験結果

-強弱点灯でちらつきを削減しつつ信号を受信．

点滅信号
（全灯と消灯を繰り返す信号） 強弱点灯信号

（消灯はしない信号）

改善
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検証結果：③最適ビーコンパターンの決定 ④反射光による制御効果の検証 1/2

反射光でも受信できるパターンを探る
・ テストパターンを繰り返し送信

-正常な受信波形が多く現れているものを選択する．

レシーバが検出した受信パターン

0のビット幅を変化させる
1100，11000，110000，
1100000，11000000，
110000000，1100000000，
11000000000，110000000000

トランスミッタのテストパターン

テストパターンのトレードオフ
・0のビット長が長いとちらつきは小さい．
・0のビット長が長いと誤り率が大きい．
・0のビット長が短いと送る信号量は多い．
・0のビット長が短いと1の信号を誤る率が大きい．
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反射光でも受信できるパターンを探る
・ 結果をグラフ化

-横軸：ビーコンパターン送信効率 (= 1/ビット数)
-縦軸：不検出と誤検出の確立 (最高3,000，最低500程度の波形から正常な信号をカウント).

最適信号は
1100，及び

11000である

検証結果：③最適ビーコンパターンの決定 ④反射光による制御効果の検証 2/2
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検証結果：⑤強弱点灯LEDの割合検証

反射光でも受信できるパターンを探る
・ 常時点灯LEDを12個用意し，強弱点灯LEDの個数を変更

-強弱点灯LEDを増加させると受信処理が容易に．
- ちらつきとのトレードオフ
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検証結果：⑥手振れ補正効果の検証 1/2

手振れによる誤受信を防ぐ
・ 全体輝度値と分割輝度値の併用

-分割する事で手振れによる色変化を最小限に
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検証結果：⑥手振れ補正効果の検証 2/2

手振れによる誤受信を防ぐ
・ デジタル万引きの状況を模擬

-手振れ大：撮影場所を特定するまでの動き
-手ぶれ小：撮影場所を特定してから撮影するまでの動き

手ぶれ補正効果あり

手ぶれによる特
徴的な波形

ビーコンパターンを検出

レシーバ

実験環境
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実用化に向けた課題

現在は基礎技術の確立

・ ちらつきの少ないビーコン発生方法

・ ビーコンパタンの速度向上

・ 手振れに強く，不検出と御検出の小さな画像処理アルゴリズム

・ 受信方法の速度向上 (将来的には，カメラ内にハードウェア実装)

・ 機能制限別の実装

・ インフラ，キャリア及び端末製造会社との連携
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想定される用途

現在
・ 盗撮・デジタル万引き防止

・ バイトテロ防止

今後
・ 照度計を利用した，
ながらスマホ防止

・ 車操縦時の，ながらスマホ防止

・ ウェアラブル機器からの
プライバシー保護

読売新聞
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政府・企業への期待

提案技術を用いてスマホ，携帯機器からの被害を防止するために

・ 提案技術を実用化し，普及させるためには，
本技術を携帯機器へ組込むルール作りが必要．

・ ソフトウェアによる制限では抜け道が出る
恐れがあるので，CMOSカメラ回路等に
直接制限回路を組込む方が望ましい．

今後，必ずどこかの段階でカメラのジャミング
技術を実用化する必要性が生じる！
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研究実績等

・ 盗撮防止装置：特願2014-045362

・ 組込み総合技術展 (Embedded Technology 
WEST 2014)展示．

・ 論文“可視光ビーコンを利用した犯罪防止システム
の実装及び評価”がLSIとシステムのワークショップ
2014においてIEEE SSCS Kansai Chapter 
Academic Research Awardを受賞
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お問い合わせ先

立命館大学研究部 リサーチオフィス（BKC）

担当： 小林 達也

Tel. 077-561-2802

E-mail: koba84@st.ritsumei.ac.jp


