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Abstract – In order to support the healthy life of the elderly, we are developing a photo presen-
tation app that increases the activity motivation by encouraging memory recalls and awareness. In
this paper, as a basic investigation towards the development, we report a photo network visualization
system and a preliminary experiment using this system. The system, connecting related pictures each
other in terms of subjects and scenes, allows the interactive photo viewing by selecting nodes. In
an experiment, participants consisting of undergraduate and graduate students reported that viewing
photos on the system actually aided their memory recall. Also, we got several clues to select photos to
be presented for memory recall. For example, we analyzed the tendency of how the nodes were traced
by each participant, and how the photos elicited feelings of likes or interest.
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1. はじめに

近年，日本では高齢化がますます進行しており，今

後もさらに進行していくと考えられている．そこで，

高齢者の生活の状態を把握し，支援することが重要だ

と考える．高齢者の健康状態を測る指標として，“健

康長寿力”を定義した．健康長寿力とは記憶などの認

知機能に基づく知力，幸福感などの情動機能に基づく

気力，身体機能に基づく体力の三要素から構成される．

この健康長寿力の中でも知力および気力の向上には，

過去の経験を写した写真の提示と閲覧が有効であると

仮定し，写真の提示を行うアプリの開発を進めている．

気力を向上させ活動意欲を抱かせることは，実際に体

を動かす活動を促し，体力の向上にもつながると考え

られる．

写真アプリは何枚かの写真を提示することにより

ユーザに懐かしさや幸福感などの刺激を与え，閲覧者

に過去の記憶を想起させ，忘れていた経験やそれまで

意識していなかった事柄に対する気付きを促したり，

活動意欲を抱かせることで，知力と気力を向上させる

ことを目的とする．介護現場では実際に回想法 [1] な

ども行われており，過去の経験を写した写真を提示す

る方法は効果を期待できる．
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ここで，懐かしさや幸福感を与えたり，記憶の想起

や発見を促すためにどのような写真が効果的かという

疑問が生まれる．写真に写っている物や人物，その写

真がいつどこで撮影された写真であるかは提示する写

真を決定する重要な要素と考えられる．また，同じ写

真を見たときでも，そのときに抱く感情は個人によっ

て異なると考えられる．そのため，知力と気力を増強

する刺激を与え，記憶の想起や気付きを促す写真を決

定することは容易ではない．

この問題に対して，本研究では提示するべき写真の

手がかりを得るため，脳の記憶構造に注目する．人間

の脳内に保持される記憶はネットワーク構造として表

現され，物事を関連付けて記憶していることが指摘さ

れている [2] [3]．そのため，脳と同じネットワーク構造

によって写真を結びつければ，記憶の想起や気付きを

促す手助けになると考えられる．

上記の考えに基づき本研究では，写真に写っている

人物，場面などの属性情報を画像認識によって取得す

る．そして，その情報をもとに写真同士を関連付けた

ネットワークを構築することで，ネットワークの構造

を検討する．また，構築したネットワークを用いて，

使用者が写真を閲覧できるシステムを開発し，使用者

がどのような順序で写真を閲覧するのか，システム使

用時にどのような思考や連想が誘発されるのか，シス

テムの使用前後で写真の出来事への印象の変化や新た

な記憶の想起や発見があったのかなどのデータを取得

する．これらのデータを分析することで，人間の記憶

の想起を写真間の関係から明らかにし，懐かしさや肯

定的な感情を抱かせる写真の提示方法の手がかりを得

ることを目的とする．



2. 関連研究

写真と人間の記憶との関係に関して，多くの研究が

存在する．

中村 [4] は，写真の撮影日時，撮影場所，被写体情

報をもとにして，それらをベースにした近傍探索を行

い閲覧者へ提示する写真を選択する手法を実現した．

人間の記憶は，時間の経過とともに曖昧なものになっ

てしまう．写真を探し出したい場合に，場所や時間，

被写体を明確に覚えている場合ならば，検索は容易で

あるが，少しでも記憶が曖昧であると困難になる．近

傍探索は類似した写真を探し出すため，記憶が曖昧な

場合でも写真の発見率を上げることを可能とし，その

結果発見した写真を曖昧な記憶から長期記憶へと定着

させることへ繋げられる．

桑原ら [6] は感情と写真への興味の関わりに関する

研究として，認知症者の生活に関わる写真に対してメ

タ情報を付与することでオントロジを設計した．そし

て，そのオントロジに基づいて写真にアノテーション

を付与するシステムを実現し，それを用いて思い出ビ

デオを作成した．思い出ビデオとは認知症者の昔の写

真アルバムから作成したスライドショーにエフェクト

や BGM を加えて作成した映像である．自動生成し

たビデオを認知症者に見せた結果，認知症者の嗜好に

合った歌や趣味のビデオを見せたときに比べ，適応反

応 (笑い，感嘆など)が多く見られた．

これらの研究では近傍探索やオントロジ作成に用い

る要素として，あらかじめ撮影時に付与された，ある

いは撮影者によって手動で付けられたメタ情報を利用

している．よって，これらのメタ情報が存在しない写

真に対して，従来研究の手法を用いるのは困難である．

これに対して，本研究では，画像認識によって取得さ

れる写真の属性を利用するネットワークを構築し，そ

れを可視化することで写真を閲覧する手法を提案する．

画像認識による属性の付与は人手を介さず自動で行わ

れるため，事前にメタ情報が付与されていないあらゆ

る写真に対して，本手法を適用することが可能となる．

3. 写真の属性認識に基づくネットワーク構築

3. 1 写真の属性認識

本研究では，2014年 9月 22日から 23日にかけて

行われた共通のイベントに参加したメンバーがそれぞ

れ撮影した写真，合計 399枚に対して認識を行った．

後述する提示システムのユーザとして，イベントの参

加者を想定する．

人間が撮影する写真は，一人の人物に焦点を当てて

撮影したもの，所属する団体の集合写真，美しい風景

など非常に多様性に富んでいる．また，一枚一枚の写

真にはそれぞれ人が写っているのか，もしくは人以外

のものが被写体となっているのか，その場合，それは

動物の写真なのか，風景の写真なのかなど，写真固有

の属性が含まれている．そこで，これらの属性を認識

し，それをもとに写真を結び付けることで複数の写真

の関係性がわかるのではないかと考えた．本研究では

属性認識に基づく写真同士の関係性を人間の目でわか

るように可視化する．

本研究では写真の属性認識を行う手段として，Or-

beus社のReKognition API(以下，ReKognition) [7]を

使用した．ReKognitionには，写真の内容物から場面・

属性を認識する機能と，写真から人間の顔を検出する

機能がある．

3. 2 ネットワークの構築

属性認識の結果を可視化するため，ネットワーク可

視化プラットフォームGephi [8]を使用してノードへの

座標の付加，中心性の計算，レイアウトの決定を行っ

た．また，グラフのレイアウトアルゴリズムは Force

Atlas [9]を適用した．このアルゴリズムは力学ベース

の反復アルゴリズムで，エッジの張られたノード同士

に働く引力と全てのノード間で働く反発力の２つを計

算することでノードの座標を決定する．

構築したネットワークは，先述の写真に対して属性

認識を行ったもので，写真およびタグがノードとなり，

それらがエッジで結ばれる．写真ノードとタグノード

をつなぐエッジの重みは場面認識の結果返されたスコ

アとし，ノードの数は 713個でエッジの数は 1660本

となった．

構築したネットワークを図 1に示す．今回構築した

ネットワーク上では写真がジャンルごとに近い位置に

集まっているように見える．人物の写真はネットワー

ク左側に，動物の写真はネットワーク下側に，牧場や

森，湖など自然の写真はネットワーク右側に，食べ物

の写真はネットワーク上側に主に位置している．実際

の実験では，可視化されたネットワーク上で，閲覧者

が類似した写真のまとまりを発見できるかを検証する．

3. 3 写真提示システムの概要と特徴

写真の属性認識により構築したネットワークを使い，

写真を閲覧するシステムを開発した．開発にはデータに

基づいてドキュメントを操作するための JavaScriptラ

イブラリであるD3.js(D3:Data Driven Document) [10]

を使用した．写真は Apacheのローカルサーバ上に保

存し，提示する際にその都度システムが読み込むと言

う形にした．

本システムは写真ノードとタグのノードが混在して

いるネットワークからノードを選択することで使用者

が写真を閲覧することが可能なものである．ノードを

選択するとノードの枠線が強調され，選択したノード



は赤色，隣接しているノードは緑色，緑のノードに隣

接している選択したノード以外のノードは青色とな

り，それら以外のノードは表示濃度が薄くなる．また，

選択したノードのラベルがネットワーク上に表示され

る．しかし，人名のタグはシステム使用者にとって特

別な意味があることが多いと考え，そのノードはネッ

トワークのつながりに関わらず，非強調時は常に同じ

表示濃度に設定し，人名のラベルも表示されるように

設定した．

タグノードをクリックすると，タグの名前と離心性

(ecicentricity)，近接中心性 (closeness centrality)，媒

介中心性 (betweenness centrality)の 3つの数値，そ

のタグが付けられている写真のファイル名の一覧が画

面左側にポップアップされる．また，そのタグが付け

られている写真の中からランダムに 5枚が選び出され，

ファイル名とともに画面右側にポップアップされる．

写真ノードをクリックすると，写真のファイル名と

タグノードと同様の 3つの数値，その写真に付けられ

ているタグの一覧，そしてその写真が画面左側にポッ

プアップされる．また，その写真に付けられたタグの

いずれかと同様のタグが付けられている写真の中か

ら 3枚をランダムに選び出し，それらを関連する写真

(Related Picture)としてファイル名とともに画面右側

にポップアップする．写真ノードをクリックしたとき

のシステムの表示を図 2に示す．

図 1 構築したネットワーク
Fig. 1 Constructed Photo Network.

4. 写真提示システム評価実験

4. 1 実験目的

本実験では，開発した写真提示システムをイベント

の参加者に実際に使用させ，写真を閲覧させる．本実

験では，以下の項目を目的とする．

1. アンケートによる主観評価から，ReKognitionに

よる画像認識で付与されたタグの妥当性と，ネッ

トワーク構造の妥当性を検証する．

2. アンケートによる主観評価から，本システムを使

用した写真の閲覧が記憶の想起や気付き，意欲の

発生に与える影響を評価する．

3. ノード選択の仕方とシステム使用中の発話の関係

から，記憶の想起と気付き，意欲的な感情の発生

を促す写真の提示方法の手がかりを得る．

4. 2 実験設定

実験は 2015年 1月に行った．実験参加者は男子大

学生 3名，男子大学院生 3名の合計 6名で，いずれも

今回のネットワーク構築に用いた写真のイベントに参

加している．使用した 399枚の写真はイベントに参加

したメンバーがそれぞれ持ち寄ったものを合わせたも

のであり，参加者自身が撮影した写真が含まれている

こともあるが，大部分が他人が撮影した写真で一度も

見たことのない写真である．

4. 3 機材

写真提示システムはノート PC(ツクモオリジ

ナル N1541J-720/, CPU:Intel Core i7-4712MQ,

DRAM:16GB, OS:Windows8.1)にインストールされ

た XAMPP v3.2.1を用いることでローカルサーバを

立ち上げ，ブラウザ (Chrome v40)上にネットワーク

を表示する．実験参加者は，ノートPCとDVI接続さ

れたディスプレイ (1920× 1200, 24インチ)を介して，

写真の閲覧を行った．また，ネットワーク上のノード

を選択するためにホイール式マウスが与えられた．実

験中の参加者の発話を記録するために，ビデオカメラ

図 2 写真ノードクリック時の表示
Fig. 2 Display at the Time of Photo Node

Click.



を準備した．

4. 4 取得データ

システム使用時のユーザのふるまいがわかるよう

にクリックしたノードのラベルや座標，隣接している

ノードのラベル，選択した時刻のログを記録した．ま

た，写真閲覧時に誘発される思考や連想を分析する手

段として発話を取得した．発話取得の手段は，ビデオ

カメラを参加者の後方の音声が取得できる位置に設置

し，同時にディスプレイを撮影することによってシス

テム使用の様子が視覚的にも記録できるようにした．

さらに，参加者は実験前後でアンケートに記入した．

アンケートでは，実験の前後でイベントに対する印

象の変化や記憶の想起を確認するため実験前にイベン

トの要約とイベントで印象に残っていることなどを記

述させた．そして，実験後にも同様にイベントの要約

記述とイベントについての自由記述を行わせた．実験

後アンケートでは記憶の想起やタグの妥当性などにつ

いて問う，5段階評価質問を行った．質問項目を以下

に示す．

1. 今回使用した写真表示システムは使いやすかっ

たか

2. 写真表示システムのレイアウトは見やすかったか

3. 今回写真表示システムを利用してイベントについ

ての記憶がよみがえったか

4. システムを使って写真を見たことで新たな発見が

あったと感じたか

5. 写真表示システムを使用したことでポジティブな

感情を得られたか

6. 付けられたタグは妥当であったか

7. ネットワーク上で類似した写真がまとまっている

と感じたか

8. 写真ノードを選択した際に推薦された (右側に表

示された)写真は興味を引くものであったか

5段階評価の質問に加えて，システムについて良かっ

た点や改善点などの意見を求める自由記述欄と，写真

ノードを選択した際に右側に表示される写真 (Related

Picture)についての意見や，その写真を見たことで新

たに思い出したことや発見したことを問う自由記述欄

および実験全体の感想を記述するための欄を設けた．

4. 5 実験手続き

まず，実験参加者に本実験は開発中の写真提示シス

テムを評価する実験であり，写真の見方にどのような

傾向があるのか，写真を見てどのような記憶の想起や

気付きが起こるのかなどを取得することを目的として

いるという，実験概要および目的の説明を行った．

続いて，システムについての簡単な解説を行った．

それと同時にシステムの説明が書かれた紙を実験中い

つでも参照できるように参加者の手元に置いた．そし

て，写真閲覧時の思考や連想を分析するために発話を

取得したい旨を説明し，実験中に頭に浮かんだことを

実況中継するように発話することを指示した．その後，

発話練習課題として簡単な数独を 5分ほど発話しなが

ら解かせた．

練習課題終了後，実験前アンケートの記入を行わせ

た．その後，使用している写真および構築したネット

ワークの説明を行い，発話取得のためビデオカメラで

実験中の様子を撮影することの了承を得た．説明終了

後，質問を受け付けた後，30分間のシステム使用を開

始させた．

使用実験終了後，実験後アンケートの記入を行わせ，

実験を終了した．

5. 実験結果

5. 1 アンケート結果

実験前後のアンケートの共通項目である，イベント

の要約記述とイベントの中で印象に残ったことの自由

記述について，箇条書きで書かれた項目数を比較した．

結果を図 3に示す．全ての参加者が実験前に比べて実

験後の記述量を増やした．

図 3 要約記述項目数の変化量
Fig. 3 Amount of Change in the Summary

Description Number of Items.

5段階評価の質問内容と参加者ごとの結果，そして

その平均を表 1にまとめた．記憶の想起や発見，ポジ

ティブな感情の発生に関する質問は高い評価となった

(平均 4.5点以上)．また，付けられたタグの妥当性を問

う質問の評価が低くなっていたのに対し，類似した写

真のまとまりを感じたかを問う項目は高評価となった．
5. 2 クリックの種類と発話の相関

ユーザのふるまいを分析するため，以下のように，

課題中にノードに対してなされたクリックを分類した．

• 1step : 選択中のノードに隣接するノードをクリッ

クした回数

• 2step : 2つ隣のノードをクリックした回数

• jump : 選択中のノードと 3つ以上離れているノー

ドをクリックした回数



表 1 5段階評価の質問の結果
Table 1 Result of 5 Rated Questions.

参加者
1 2 3 4 5 6 平均

1.システムの利便性 2 4 3 4 3 3 3.2
2.システムのレイアウト 4 5 4 4 4 4 4.2
3.記憶の想起 5 5 4 5 5 4 4.7
4.気付き・発見 4 4 4 5 5 5 4.5
5.肯定的な感情の発生 4 4 4 5 5 5 4.5
6.タグの妥当性 2 2 3 3 2 2 2.3
7.類似した写真のまとまり 5 5 4 5 3 3 4.2
8.関連写真への興味 4 5 4 4 4 4 4.2

• same : 選択中のノードを再びクリックした回数

• free : 上記 4つに当てはまらないクリックの回数

今回は選択中のノード以外の強調されているノード

をクリックした場合 (1stepの数+2stepの数)をノー

ドを辿っているとみなした．どの参加者も基本的には

ノードを辿り続けるという傾向が見られ，平均すると

8割以上はノードを辿るという結果となった．

また，発話を種類別に分類した．分類した基準を発

話例とともに以下に示す．

• 説明・記述

写真に写っているものや場面の説明や，表示され

た情報をそのまま読み上げている発話

発話例：「この写真は～しているところだ」，「～と

～が写っている」，「～というタグがついている」

• 評価

タグ，写真，ネットワーク構造に対する評価の発

話

発話例：「～が写っているから～ってタグがつく

のか」，「このノードは広くつながっている」

• 感情

写真が撮影された当時の感情や，写真を見たこと

による感情の変化についての発話

発話例：「～は楽しかった」，「この写真は気に入

らない」

• 想起・気付き

写真の出来事そのもに対する記憶の想起や気付き

に関する発話，写真を見たことによる別の出来事

の想起に関する発話

発話例：「写真を見て～だと思い出した」，「この

時～だったのか」

• 意欲・未来

意欲が生じたと見られる発話や，未来のことに関

する発話

発話例：「また～したい」，「見てたら～したくなっ

てきた」

発話をクリックごとに分割し，上記の基準で分類し

た．1つの発話が 2つ以上の分類基準に当てはまる場

合は，それぞれ 1つずつカウントした．例を挙げると，

「これは夕食のときの写真で献立が写っている．見て

たらまた食べたくなってきた．」という発話は説明・記

述と意欲・未来の両方に当てはまるので，説明・記述

の発話として 1つ，意欲・未来の発話として 1つカウ

ントする．また，今回はいずれの基準にも当てはまら

ない発話は無視した．

発話とクリックの種類の全組み合わせについて，発

話の割合とクリックの割合の相関係数を計算した (n =

6)．結果を表2に示す．説明・記述の発話数は，1ステッ

プのクリック数と強い正の相関 0.875(p < .05)，逆に 2

ステップのクリック数と強い負の相関−0.844(p < .05)

が見られる．有意ではないものの，意欲・未来につい

ては逆の傾向が見られる (1ステップのクリック数と

負の相関，2ステップのクリック数と正の相関)．想起

に関しては，jumpや freeのクリック数との負の相関

が比較的高い値になっている．

表 2 クリックの種類と発話の相関
Table 2 Correlation between Click Type and

Protocol.

説明 評価 感情 想起 意欲
1step 0.875* -0.323 -0.291 0.231 -0.584
2step -0.844* 0.098 0.485 -0.062 0.631
jump -0.474 0.520 -0.406 -0.535 0.563
same -0.489 0.320 0.396 0.136 -0.416
free 0.012 0.645 -0.533 -0.692 -0.077

6. 考察

6. 1 属性認識結果とネットワークの妥当性

5段階評価の質問項目で，付けられたタグの妥当性

を問う質問は低評価であった．しかし，それにも関

わらず，過半数の参加者がネットワーク上で類似した

写真がまとまっていると感じていた．このことから，

ReKognitionの属性認識によって付与されたタグの意

味自体は違和感を感じるものかもしれないが，ネット

ワーク上で関連した写真を結びつけるという役割は果

たしていると考えられる．

6. 2 記憶の想起や気付き，意欲の発生に与えるネッ

トワーク可視化の影響

アンケートで，要約記述の量が増加し，5段階評価

の質問項目でイベントについての記憶の想起や気付き，

および意欲的な感情の発生に関する質問項目に対して

全ての参加者が 4点以上の高評価を付けた．さらに，

実験中に記録された発話からも，記憶の想起や気付き，

意欲の発生が確認された．これらより，システムの使

用で実際に記憶の想起や気付きが起こると考えられる．

6. 3 ユーザのふるまいと写真提示方法の手がかり

参加者は 8割以上の割合で，1ステップ，もしくは

2ステップの探索をしていた．この結果に関して，参

加者が単に強調されたノードをクリックしただけでは



という疑問が生じる．それを明らかにするため発話を

確認した結果，「この近くに○○の写真があるはず」な

どネットワーク上の位置を意識したものが見られた．

そのため，参加者は自分の意思でノードを辿る選択を

したと言える．

また，今回の結果では定量的に示されなかったが，

実験中の記録から，食べ物や人物を被写体とした写真

を見たときに，閲覧者の興味が引きつけられる傾向が

見られた．これも，閲覧者の記憶の想起や気付きを促

す写真提示方法を検討するための手がかりの 1つであ

ると考えられる．

実験参加者の発話の割合とクリックの種類の相関 (表

2)から，隣接するノードを辿る，1ステップの探索を

行うことで，写真やタグに対する解釈が促進され，2

つ隣のノードや，全く関係のないノードを選択する，

2ステップ以上離れたノードの探索を行うと意欲を引

き出すことができると言えるだろう．また，ジャンプ

などの遠く離れた探索を行うと，想起が起こりづらい

とも考えられる．このことから，写真に対する解釈を

深め，記憶の想起を引き出したい場合は関連の深い写

真を多く提示した方がよく，意欲を引き出したい場合

は関連の浅い写真も含めて提示したほうがよいと推測

される．

7. おわりに

7. 1 まとめ

本研究では，記憶の想起を促す写真提示の手がかり

を得ることを目的として，写真の属性認識結果をもと

にした写真ネットワークの構築，ネットワークを可視

化するシステムの構築，および参加者実験を実施した．

属性認識に関する評価において，個別のタグの妥当

性については低く評定されたものの，認識結果をもと

に構築したネットワーク上で類似した写真がまとまっ

ていることは高く評定された．この結果より，写真を

関連付けると言う意味では今回の手法は適切であった

と言える．

システム評価実験では，実験参加者はノード選択の

8割以上で，1ステップもしくは 2ステップの探索をし

ており，全く異なる位置へジャンプすることが少ない

という結果が得られた．また，クリックの種類と発話

の割合の関係から，1ステップの探索は写真やタグに

対する解釈を促進し，2ステップ以上の探索は意欲を

引き出すことが可能であると考えられる．よって，関

連の深い写真の提示が記憶想起に，関連の浅い写真を

含めた提示が活動意欲の向上につながると推測される．

7. 2 今後の展望

今回の実験結果を踏まえ，記憶の想起を引き出すた

めには関係の深い写真を連続で多数提示する，意欲の

発生を引き出すには関係の浅い写真を含めて提示する

など，目的に合わせた写真提示方法を選択するシステ

ムが構想できる．さらに，実験時に行ったアンケート

で新たな機能の要望がいくつかあったため，提示シス

テムをよりよいものとするために追加機能を実装する．

評価実験におけるアンケート結果や発話から，シス

テムを使用して写真を閲覧することで，記憶の想起や

意欲の発生が起こったことが明らかになった．ただし，

今回の結果は予備的なものであり，ネットワークによ

る可視化の効果と単純に写真を閲覧したことの効果を

分離できていない．今後，単純に一覧表示された写真

を閲覧する場合との比較実験を行うことで，今回，写

真の関連性に基づいたネットワークを用いたことが，

記憶の想起や気付きを促したことをより確実にできる

であろう．さらに，視線や脳波などの数値化できる指

標を取得し，分析することで写真への興味の推定や，

記憶の想起への影響についてより詳しい知見が得られ

ると考えられる．こういった基礎的な検討を積み上げ

つつ，高齢者を対象とした実験を行うことで健康長寿

力の支援につなげる．
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