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Abstract
In June 1999, Fuji Photo Film released a new digital image database system “pixabase”. “pixabase” has
designed for Internet and Intranet users. Thus, by using this system, a digital image of a huge data quantity
becomes sharable on a wide network. Of course, “pixabase” has a rich flexible access control system
considering the safety of image data. Furthermore, this system has many custom-build functions which can
effectively satisfy various user requirements. For example, it can customize data label and user interface, and
moreover the image processing module can be replaceable. This paper reports the prominent features of
“pixabase” system and related technological developments.

1. はじめに
医療業界をはじめ建設，損保，報道などさまざまな
業界において，デジタルカメラの業務への利用が急速
に広がっている。そのような中，大量に撮影され蓄積
されていく膨大な量のデジタル画像を効率的に管理で
きる汎用画像データベースシステムが注目されつつあ
る。従来の画像データベースは，導入ならびに管理運
用の容易さ，規模への対応などすべての条件を備えて
いるものがなく，それが画像データベース普及の大き
な障壁であった。今回，開発した pixabase はそれら
の条件を満たし，かつ様々な業界の業務に適用できる
汎用性を備えた本格的な画像データベースシステムで
ある（Fig. 1）。さらに，業務フローの効率化とデジタル
カメラのモバイル性を重視し，画像データを，どこか
らでも登録ができ，どこからも閲覧できる機構を備え
るため，システムの基本的な GUI ならびにデータ通信
機 能 は ， H T T P（ W W W 対 応 ）を 基 本 に 設 計 し た 。
pixabase は，従来の画像データベースでは専用のクラ
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イアントアプリケーションが必要だった機能をすべて
ブラウザ上で行えることが最大の特長である。蛇足で
はあるが，標題の双方向型 WWW 対応画像データベー
スの双方向型とは，画像については，従来閲覧が中心
であった WWW システムをクライアント側からも画像
データの登録を可能にするシステムに拡張したという
意味で名づけたものである。

Fig. 1 Image database system “pixabase”

2. 開発の背景
1997 年 11 月から実験サービスを行っているインター
ネットデジタルプリントサービス Internet Print Shop
は，写真業界だけでなく，他の業界からも高い評価を
得た。その中でインターネット経由のプリントに次い
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で要望として多かったのが，画像データベースとして
利用できないかというものであった。IPS は，自分で注
文した画像データを確認するために，検索，閲覧でき
るという機能を有しており，この時点ですでに，WWW
対応画像データベースの基本技術は確立されていた。
しかし，どのようなシステムであれば市場に受け入れ
られるのか不明であったため，この時点では商品化ま
でには至らなかった。そこで電子映像事業部 営業部が
中心となり，市場サーベイを行い，市場から要望され
ているシステムの仕様をまとめることとなった。その
仕様を元にして開発されたものが， pixabase である。
pixabase は，医療業界，建設業界を中心にヒアリング
を実施し，さらに仕様の柔軟性を高めるために検査業
界や，自動車業界などの要望も取り入れている。その
結果，開発された pixabase は，IPS にデータ構造の柔
軟性と機能の拡張性を備えさせた，さまざまな業種で
利用可能な画像データベースシステムに発展した。本
システムは，写真システムのインターネット化から派
生した当社ならではの画像システムの一つの形である。
pixabase の主要機能を Table 1 に示す。

3. システムの概要と特長
3.1 システム構成
pixabase のシステム構成を Fig. 2 に示す。 pixabase
はデータベースの基本エンジンに RDBMS（Relational
Data Base Management System）の Microsoft SQL Server
6.5 を採用している。基本的に，RDBMS は，テキスト
検索型のデータベースエンジンであるため，画像を効
率的に扱うことが難しい。 pixabase では，RDBMS を
画像データベースに拡張するために，RDBMS と画像を
操作するシステムを連携動作させる機構を設けた。
RDBMS での高速な検索の実行と，画像データの入出力
を連携動作させるために，RDBMS 内に，画像データへ
のポインタを定義し，画像操作モジュールと連携動作
させるロジックを実装している。登録時も，同様にし
て，画像データの登録と，RDBMS に画像データへのポ
インタの登録を一連のトランザクション処理として実
装している。たとえば，画像レコードの更新時に画像
データの転送が失敗したとしても，レコードを損傷す
ることなく元に戻せるように設計されている。

Table 1 Specification of “pixabase”
主機能
認証

検索

機能詳細
システムログオン認証
権限の確認
パスワード変更
項目検索モード

説
明
ユーザ名、パスワードで認証
ユーザのシステム使用権限の確認

テキスト検索モード

検索指定された文字型データ全てに対し複数
検索キーワードを与えて検索を行う機能

サムネイル一覧機能
グルーピング

閲覧

一覧のソート
詳細表示モード
グループ化詳細表示モード
コメント閲覧/追記
画像ダウンロード
添付ファイルダウンロード

登録

編集

削除

ユーザ管理

付属システム

制限事項

各項目に対し、検索キーワードを与え
て検索を行う機能

指定された項目をカテゴライズしたサ
ムネイル一覧を表示する機能
画像と詳細情報の表示
詳細表示にグルーピングされたレコード
のサムネイルを併せて表示するモード
画像レコードに対するコメントを入力
登録した画像をダウンロード
画像レコードに付随する複数の添付フ
ァイルのダウンロード

一括登録機能

複数の画像レコードをブラウザ上から
一括して登録する機能

添付ファイル登録

画像レコードに付随する複数の添付
ファイルの登録
画像が EXIF の場合のみ、EXIFTAG の登録
登録時に画像の色彩を自動調整する機能
詳細情報の編集

Exif 情報登録
オートセットアップ機能
レコード編集
画像差し替え
コメント編集
添付ファイル管理
一括削除機能

添付ファイルの差替、並べ替え、削除
サムネイル一覧表示中で複数レコード
を一括削除
詳細画面でデータを確認した上で削除

詳細表示モード削除
ユーザ登録
ユーザ検索
ユーザレコード編集
システム利用権限の設定
ユーザ権限設定
項目カスタマイズ用ソフトウエア TableCustomizer 1.0
画面カスタマイズ用ソフトウエア PageCustomizer 1.0
メンテナンス用ソフトウエア pixabaseManager 1.0
システム監視用ソフトウエア pixabaseInspector 1.0, Clairvoyance 1.0
登録/編集機能は Windows95/98/NT4.0 の InternetExplorer4.01 以
上に対応
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Fig. 2 System architecture of “pixabase“”

3.2 項目カスタマイズ
pixabase は，さまざまな用途に利用を可能とするた
め，格納する画像関連情報の項目をカスタマイズ（以下，
項目カスタマイズ）が可能である。たとえば，医療の場
合は，
「臨床科」
「患者名」などとなるが，建設の場合は，
「施工番号」「現場名」などのデータ項目が必要になる。
pixabase は，この項目カスタマイズをデータベースの
テーブル定義を変更なしに行える RDBMS 間接参照技術を
新規に開発した。RDBMS 間接参照技術とは，RDBMS に
格納されるテーブルのカラム名とユーザーインターフェー
ス上に表示される項目名の対応をモジュールに記憶させ
ておき，検索や登録時に，このモジュールで自動的に
RDBMS が理解できる SQL 文に翻訳する機構である。
この技術によって，直接 RDBMS を操作することなく項
目設定ができる上，運用中に項目数の増減をシステム停
止させることなしに行うことができる。従来の RDBMS
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でテーブルのカラムを変更する場合は，RDBMS からデー
タをバックアップし，テーブルの定義をし直してから
データをリストアしていたことを考えれば，管理コスト
を大幅に減少させることが可能になる。 pixabase を管
理する管理者は，背後に RDBMS という複雑なシステム
があることを意識することはない。

3.3 ユーザインターフェース
pixabase の最も特筆すべき機能は，グルーピング機
能である。 pixabase のユーザインターフェースを検討
するにあたり，要求仕様を整理したところ，下記の 2 点
に絞ることができた。
◇ 情報中心型検索： 検索項目を中心に，あるカテゴ
リの画像を抽出し，画像検索を
行う
◇ 画像中心型検索： あいまいな検索項目をもとに，
画像を分類し，階層的に画像検
索を行う
この２つを両立させるために， pixabase はグルーピング
という新しい概念のユーザインターフェースを開発し
た（Fig. 3）。グルーピングによって，検索結果の一覧表
示のカラム数が大幅に減少し，検索効率が向上するだ
けでなく，従来の画像データベースにはない直感的な
画像検索手法を確立することができた。グルーピングを
行うには，検索条件入力時に，検索キーワード，検索
条件に，さらにグルーピング項目名を与える。検索結果
一覧には，指定されたグルーピング項目名の内容が一
致したものを一つのレコードとして表示する。このとき，
グルーピングされたレコードは直感的にグルーピングさ
れたものであることを利用者に知らせるため，代表画
像のサムネイルにフレーム付加して表示する。ユーザ
はグルーピングされたレコードの詳細を知りたければ，
フレームを付加されたサムネイルをクリックしていけば

詳細をたどることができる。このとき，グルーピング
項目名が指定されていれば，次の画面でもグルーピング
された一覧が表示できる。このように，グルーピングは，
動的に生成されるフォルダのように扱うことができ，
目的に応じてフォルダ構成を変化させることができる
擬似ファイルシステムのような働きをする。利用者は，
フォルダの中を行き来するように，目的のデータにた
どりつくことができる。グルーピングは，曖昧な条件の
もとでの検索にはきわめて効果的なユーザインター
フェースである。

3.4 画像処理
pixabase は，画像の検索効率を上げるために，画
像登録時に画像をモニタ表示用の画像（カード画像）と，
一覧表示用の画像（サムネイル）を生成し登録する。そ
のときの処理フローを以下に示す。
1）登録する情報，画像データのすべての受信を検知
2）DB からサムネイル画素数，カード画像画素数を
取得
3）受信したデータの画像フォーマット変換（JPEG 以
外の場合）
4）サムネイル，カード画像の生成
5）サムネイルでオートセットアップ変数を算出（オー
トセットアップ指定の場合）
6）オートセットアップ処理（サムネイル，カード画
像，オリジナル画像各画像について処理を加える
か否か設定可能）
7）全データのコミット
このフローの中で，画像フォーマット変換処理なら
びに間引き処理モジュール処理，オートセットアップ
変換処理は，それぞれ pixabase 専用の API を通して
処理をやり取りするプラグイン方式のモジュールに分
割した（Fig. 3）。したがって，これらのモジュールは，
目的に応じて処理内容をカスタマイズすることができ
る。特に画像フォーマット変換は，追加可能なプラグ
インモジュールであり，サポートする画像フォーマット
を追加することができる。現在，JPEG が標準搭載となっ
ているが，オプションとして BMP，TIFF も専用モジュー
ルを用意している。また，特徴的な機能としてオートセッ
トアップ機能がある。デジタルカメラはラチチュード
が狭いため，屋内などでは色が偏るなど失敗写真とな
るケースが多い。そのような画像の色味を修正するの
がオートセットアップである。この機能によって，撮
影に失敗した画像も自然な色味で画像データベースに
登録することができる。なお，登録機能，編集機能は，
Windows95/98/NT4.0 上で動作する Internet Explorer4.01
以上に対応している。

Fig. 3 “Grouping” user interface
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3.5 認証機能
pixabase は，WWW 対応という性格上，強力な認
証機能を有している。ユーザごとの機能制限のほか，
画像は財産という概念から，サムネイル，カード画像，
原画像など画像に対するアクセスも制限も可能である。
制限可能な項目を Table 2 にまとめる。
Table 2 Specification of “pixabase” Certification
内

権限名

閲覧権限

サムネイル画像

カード画像

原画像

容

この権限がないユーザーは、閲覧機能を利用できない。
「自登録レコードのみ」の場合は，自分が登録したレ
コードのみ画像レコード一覧の閲覧が可能。
この権限がないユーザーは、詳細情報画面およびグルー
プか詳細画面へ切り替えることができない。「自登録
レコードのみ」の場合は，自分が登録したレコードの
み詳細情報画面，グループ化詳細情報画面でカード画
像が閲覧可能。
この権限がないユーザーは、原画像の表示をすること
ができない。またダウンロード機能を利用することも
できない「自登録レコードのみ」の場合は，自分で登
録した画像の表示ならびにダウンロードが可能。

登録権限

この権限がないユーザーは、登録機能を利用すること
ができない。

編集権限

この権限がないユーザーは、編集機能を利用すること
ができない。
この権限がないユーザーは、一括削除機能ならびに削
除機能を利用することができない。

削除権限
コメント権限

読み込み

この権限がないユーザーは、詳細情報画面ならびにグ
ループ化詳細情報画面でコメントの閲覧ができない。

書き込み

この権限がないユーザーは、詳細情報画面ならびにグ
ループ化詳細情報画面でコメントの投稿ができない。

添付ファイルダウンロード
権限

この権限がないユーザーは、詳細情報画面ならびにグ
ループ化詳細情報画面で添付ファイルをダウンロード
することができない。

システム権限

この権限をもつユーザーは、ユーザーの登録、更新、
削除ができる。

3.6 システム拡張
pixabase は，さまざまなシステムアーキテクチャ
へ対応するために，クライアント用のアクセスライブ
ラリ（PDOIL : pixabase Direct Open Interface Library）を
提供している。このライブラリによって，たとえば，
デジタル顕微鏡システムが接続されたクライアントと
pixabase を連携動作させる（Fig. 4）ことや，その他の
システムから pixabase に蓄えられた画像データを抽
出するなど， pixabase そのものの機能拡張や，現行シ
ステムに pixabase の機能を取り込むことが可能であ
る。また，PDOIL は，検索条件構築に SQL は一切使用
しないため，RDBMS の知識のない開発者でも容易に利
用することができる。これは，項目カスタマイズの章
でも説明をしたが，RDBMS を利用するための SQL の生
成は pixabase 内にある間接参照モジュールが行うた
めである。
また，PDOIL は，システム拡張という観点から，
LAN 内のクライアントシステムから pixabase へアク
セスすることを想定して開発しており， pixabase への
アクセスには，DCOM プロトコルを用いている。
DCOM プロトコルは分散オブジェクトに対応したもので
あり，異なるシステム間での画像データの転送をポイン
タ操作のように行うことができる。したがって，クライ
アントプログラム内では，通信プロトコルを意識する必
要がないため，アプリケーション開発者にとって直感的
に理解しやすいライブラリに仕上がっている。
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Fig. 4 Image processing architecture of “pixabase”

4. まとめ
今回，インターネットプリントシステムを発展させ
た一つのシステムとして WWW 対応の画像データベー
ス pixabase を開発した。このシステムは，WWW 対
応である特性を生かし，遠隔地からのマルチ検索，リ
モート管理という従来の画像データベースの枠を広げ
る用途提案が可能になった。また，PDOIL などのシス
テム拡張機能や，その他，数々のカスタマイズ機能を
設け，さまざまな業種に適用可能なシステム構造を実
現した。さらに，ユーザインターフェースについてもグ
ルーピングという新しい概念の導入により，飛躍的に操
作性を向上させることに成功した。本システムの登場
により，ハードルの高かった大規模の画像データベー
スの導入は，より身近なものとなるであろう。

Fig. 5 Example of an application system using PDOIL
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