
大会発表概要集



　口頭発表　A会場
　A1　10:30～11:40 【グラフィックス】　　座長：近藤 邦雄 （東京工科大学）
　　　　A1-1 Controllable Bubbles　水中の気泡を制御可能とするビジュアルシミュレーション
　　　　　　　　古屋 匠 ( 東京工科大学 ) 菊池 司 ( 東京工科大学 )

　　　　A1-2 流体シミュレーションを応用したモーションブラーの生成
　　　　　　　　内田 裕 ( 東京工科大学 ) 菊池 司 ( 東京工科大学 )

　　　　A1-3 多視点行列を用いた消失点操作に関する研究
　　　　　　　　奥屋 武志 ( 早稲田大学 ) 坂井 滋和 ( 早稲田大学 )

　　　　A1-4 不可能形状及び反重力運動表現のための陰影とテクスチャ　歪んだ実物体に対応した錯覚を誘発するための表現手法
　　　　　　　　鶴野 幸子 ( 近畿大学 ) 富松 潔 ( 九州大学 )

　　　　A1-5 躰道指導における動きの要点を視覚的に伝達する手法
　　　　　　　　荒川 雄太郎 ( 拓殖大学 ) 伊藤 弘樹 ( 拓殖大学 ) 皆川 全弘 ( 拓殖大学 )

　A2　15:00～16:10 【映像表現】　　座長：為ヶ谷 秀一 （女子美術大学）  
　　　　A2-1 特殊撮影におけるリアルとリアリティの関わりについての研究 　実物と映像が観客に与える感覚の違い
　　　　　　　　張 琨 ( 首都大学東京 ) 今間 俊博（首都大学東京）

　　　　A2-2 枯れる植物のシミュレーション映像の制作
　　　　　　　　平川 友香 ( 首都大学東京 ) 今間 俊博（首都大学東京）

　　　　A2-3 ハイスピードカメラとモーションキャプチャを用いた野球フォーム改善の研究
　　　　　　　　靍田 洋介 ( 九州大学 ) 金 大雄 ( 九州大学 ) 石井 達郎 ( 九州大学 )

　　　　A2-4 キーフレーム検出とセマンティックスコア法を用いた映像要約法に関する研究
　　　　　　　　長谷川 鈴夏 ( ) 菊池 司 ( 東京工科大学東京工科大学 )

　　　　A2-5 カメラワークによる感情表現の創出
　　　　　　　　山岸 悟 ( 拓殖大学 ) 伊藤 弘樹 ( 拓殖大学 ) 皆川 全弘 ( 拓殖大学 )

　A3　16:30～17:40 【映像と空間】　　座長：今間 俊博 （首都大学東京）
　　　　A3-1 全天周映像におけるストーリーの構築について　ドーム型CGアニメーション「Relate」
　　　　　　　　谷戸 大悟 ( 武蔵野美術大学 ) 高山 穣 ( 武蔵野美術大学 )

　　　　A3-2 VRコンテンツにおける身体動作と操作性に関する研究
　　　　　　　　友池 健太 ( 九州大学 ) 石井 達郎 ( 九州大学 ) 金 大雄 ( 九州大学 )

　　　　A3-3 印刷媒体への映像投影を用いた広告表現に関する研究
　　　　　　　　大目 貴之 ( 九州大学 ) 石井 達郎 ( 九州大学 ) 金 大雄 ( 九州大学 )

　　　　A3-4 プロジェクションマッピングを用いた空間演出の研究について
　　　　　　　　南金山 裕美 ( 西日本工業大学 ) 趙 彦 ( 西日本工業大学 )

　　　　A3-5 空間拡張による映像表現について　奥行き感の表現要素を中心に
　　　　　　　　大島 瑞幾 ( 西日本工業大学 ) 趙 彦 ( 西日本工業大学 )
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　口頭発表　B会場
　B1　10:30～11:40 【サウンドデザイン】　　座長：馬場 哲晃 （首都大学東京）
　　　　B1-1 マスキング効果を利用した信号機のサイン音の制作
　　　　　　　　宮崎 志央 ( 拓殖大学 ) 伊藤 弘樹 ( 拓殖大学 ) 皆川 全弘 ( 拓殖大学 )

　　　　B1-2 音と色の関係性による色聴情報の視覚化について　カール・ジーツの色聴情報の中心に
　　　　　　　　趙 彦 ( 西日本工業大学 ) 濱里 茜 ( 西日本工業大学 )

　　　　B1-3 Trio Dialogues: 身体動作と演奏音に反応するインタラクティブ映像演出を用いたコンテンポラリーダンス作品
　　　　　　　　中安 翌 ( 金沢美術工芸大学 )

　　　　B1-4 音楽教育における創作領域の充実に関する研究　インタラクティブコンテンツによるきっかけづくり
　　　　　　　　西村 俊哉 ( 九州大学 ) 金 大雄 ( 九州大学 ) 石井 達郎 ( 九州大学 )

　　　　B1-5 画像から絵描き歌を自動生成するシステムの開発
　　　　　　　　藤代 夏未 ( 東京工科大学 ) 菊池 司 ( 東京工科大学 )

　B2　15:00～16:10 【インタラクション】　　座長：石井 達郎 (九州大学）  
　　　　B2-1 スマートフォンでの振舞いに基づいた商品閲覧リストの最適化
　　　　　　　　顔 洪 ( 九州大学 ) 牛尼 剛聡 ( 九州大学 )

　　　　B2-2 uPuppets:　デジタルファブリケーションによるパペットロボットの製作
　　　　　　　　久恒 泰地 ( 九州大学 ) 富松 潔 ( 九州大学 )

　　　　B2-3 幾何学模様の自動生成アルゴリズムの研究及び制作
　　　　　　　　加賀谷 技 ( 武蔵野美術大学 ) 高山 穣 ( 武蔵野美術大学 )

　　　　B2-4 材質の違いを利用したハプティクスインタフェースの研究
　　　　　　　　横溝　有希子 (首都大学東京 ) 馬場 哲晃 ( 首都大学東京 )

　　　　B2-5 集団行動をシミュレートする子供向け玩具の研究
　　　　　　　　庭田 凪沙 ( 首都大学東京 ) 馬場 哲晃 ( 首都大学東京 )

　B3　16:30～17:40 【デジタルデバイス】　　座長：中安 翌 （金沢美術工芸大学）
　　　　B3-1 オープン化を目的としたモジュール型ウェアラブルコンピュータのデザイン制作
　　　　　　　　入江 信之介 ( 九州大学 ) 富松 潔 ( 九州大学 )

　　　　B3-2 靴型デバイスとスマートフォンを用いたアウトドアアクティビティ
　　　　　　　　小宮 慎之介 ( 首都大学東京 ) 渡邉 英徳 ( 首都大学東京 ) 馬場 哲晃 ( 首都大学東京 ) 
　　　　　　　　佐野 大河 ( 首都大学東京 ) 井上 洋希 ( 首都大学東京 )

　　　　B3-3 パフォーマンスを拡張するメディアデバイスの開発
　　　　　　　　小手川 誠也 ( 首都大学東京 ) 馬場 哲晃 ( 首都大学東京 )

　　　　B3-4 手書き入力インタフェースを用いた日用品デバイスへの応用とそのプロトタイピング
　　　　　　　　馬場 哲晃 ( 首都大学東京 ) Paul Haimes( 首都大学東京 )

　　　　B3-5 Wearable Women's Device の提案
　　　　　　　　遠藤 彩良 ( 東京工科大学 ) 伊藤 友乃 ( 東京工科大学 ) 樋口 眞帆 ( 東京工科大学 ) 
　　　　　　　　中野 亜希人 ( 慶應義塾大学 ) 羽田 久一 ( 東京工科大学 )
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　口頭発表　C会場
　C1　10:30～11:40 【エンターテイメント】　　座長：熊谷 武洋 （山口大学）
　　　　C1-1 ゲームにおけるナラティブの分析
　　　　　　　　金友 直樹 ( 首都大学東京大学院 ) 後藤 信人（首都大学東京大学院） 今間 俊博（首都大学東京）

　　　　C1-2 ナラティブエクスペリエンスを実現するゲームの制作
　　　　　　　　後藤 信人 ( 首都大学東京大学院） 金友 直樹 ( 首都大学東京大学院 ) 今間 俊博（首都大学東京）

　　　　C1-3 若年層の選挙に対する関心を向上させるシリアスゲームの制作
　　　　　　　　千代延 巧真 ( 拓殖大学 ) 伊藤 弘樹 ( 拓殖大学 ) 皆川 全弘 ( 拓殖大学 )

　　　　C1-4 Tetris 3D Modeler: 三次元テトリスに寄生した三次元モデリングツール
　　　　　　　　栗原 一貴 ( 津田塾大学 )

　　　　C1-5 天体の地表の形状を活用したエンタテインメント・アート
　　　　　　　　栗原 一貴 ( 津田塾大学 ) マープロジェクトチーム

　C2　15:00～16:10 【マルチメディアコンテンツ】　　座長：趙 彦 （西日本工業大学）  
　　　　C2-1 花札の絵柄のリユースデザイン
　　　　　　　　清水 和輝 ( 拓殖大学 ) 伊藤 弘樹 ( 拓殖大学 ) 皆川 全弘 ( 拓殖大学 )

　　　　C2-2 CPUの性能を直感的に表現する図鑑の提案
　　　　　　　　別府 真之介 ( 拓殖大学 ) 皆川 全弘 ( 拓殖大学 ) 伊藤 弘樹 ( 拓殖大学 )

　　　　C2-3 AEDを理解するマルチメディアコンテンツの提案
　　　　　　　　横山 裕己 ( 拓殖大学 ) 伊藤 弘樹 ( 拓殖大学 ) 皆川 全弘 ( 拓殖大学 )

　　　　C2-4 3Dスキャンを活用したアート作品制作手法について
　　　　　　　　蔡 雪迪 ( 山口大学 ) 熊谷 武洋 ( 山口大学 )

　　　　C2-5 4K映像による久留米絣のデジタルアーカイブ化に関する研究
　　　　　　　　野上 晋太郎 ( 九州大学 ) 金 大雄 ( 九州大学 ) 石井 達郎 ( 九州大学 )

　C3　16:30～17:40 【リサーチ＆分析】　　座長：牛尼 剛聡 （九州大学）
　　　　C3-1 ラフ集合によるロゴタイプ・マーク構成要素の分類に基づいたモーショングラフィックスの生成
　　　　　　　　森 崇圭 ( 東京工科大学 ) 菊池 司 ( 東京工科大学 )

　　　　C3-2 主要 5因子性格を基にした2次元アニメーションの笑顔のシミュレーション
　　　　　　　　内山 しずか ( 東京工科大学 ) 菊池 司 ( 東京工科大学 )

　　　　C3-3 360度動画における印象に影響を及ぼす要素の研究
　　　　　　　　宮脇 巧真 ( 東京工科大学 ) 菊池 司 ( 東京工科大学 )

　　　　C3-4 超高精細映像コンテンツを用いた画角の変化による印象評価
　　　　　　　　加留 ひろ子 ( 九州大学 ) 金 大雄 ( 九州大学 ) 石井 達郎 ( 九州大学 )

　　　　C3-5 生態系の概念・要素をメタファとして用いた オープン化をともなうクリエイションの系の考察
　　　　　　　　坂井 洋右 ( 山口情報芸術センター [YCAM] / 九州大学 ) 伊藤 隆之 ( 山口情報芸術センター [YCAM]) 
　　　　　　　　菅沼 聖 ( 山口情報芸術センター [YCAM]) 西 翼 ( 山口情報芸術センター [YCAM]) 富松 潔 ( 九州大学 )
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　ポスター発表　F会場　コアタイム：18:00～19:00
F - 1 　10秒スーラ　カメラが普段視ている色鮮やかな日常
　　　  渡邉 賢悟 ( 渡辺電気株式会社 ) 伊藤 彰教 ( 東京工科大学 )

F - 2 　Mapping Hazards in Japan　Increasing the accessibility of geo-spatial hazard information
　　　  Paul Haimes( 首都大学東京 ) 馬場 哲晃 ( 首都大学東京 )

F - 3 　括弧の対応関係が表す階層構造をモチーフとした表現　文字列と心的表象をつなぐWebアプリケーション
　　　  桑原 一哲 ( 北海道高等聾学校 )

F - 4 　玩具型楽器に関する研究
　　　  田中 菜々子 ( 首都大学東京 ) 馬場 哲晃 ( 首都大学東京 )

F - 5 　アンビエントメディアとしての観葉植物　Emotional Plant
　　　  塚本 裕介 ( 首都大学東京 ) 馬場 哲晃 ( 首都大学東京 )

F - 6 　フリーキックをシミュレーションする実物体システムの検討
　　　  韓 旭 ( 首都大学東京 ) 串山 久美子 ( 首都大学東京 )

F - 7 　大画面スマートフォンの背面利用におけるユーザビリティ評価とその応用
　　　  日高 詩織 ( 首都大学東京 ) 馬場 哲晃 ( 首都大学東京 )

F - 8 　興行条件の重み付けを考慮した幕末歌舞伎役者の定量的分析の検討　-坂東しうかの舞台出演傾向を元に -
　　　  川畑 泰子 ( 東京大学 ) 源田 悦夫 ( 九州大学 ) 石井 晃 ( 鳥取大学 )

F - 9 　スポーツにおける身体運動の学習支援システムの研究
　　　  中山 凌輔 ( 首都大学東京 ) 馬場 哲晃 ( 首都大学東京 )

F 10　２D life mask: 仮面の表現創出を支援するインタフェース　子供の世界観と親子の関係を深める。
　　　  玉置 凌 ( 首都大学東京 ) 馬場 哲晃 ( 首都大学東京 )

F -11　レジンアクセサリのデザイン支援システムの開発
　　　  田中 遼平 ( 東京電機大学 ) 七戸 咲妃 ( 東京電機大学 ) 森本 有紀 ( 東京電機大学 ) 
　　　  高橋 時市郎 ( 東京電機大学、UEI Research)

F-12　ECO 3D PRINTER　ペットボトルを素材に使う３Dプリンター
　　　  沈 東昇 ( 九州大学 ) 富松 潔 ( 九州大学 )

F-13　多肉植物の観賞を支援するツールキットの提案
　　　  栗原 渉 ( 東京工科大学 ) 中野 亜希人 ( 慶應義塾大学 ) 羽田 久一 ( 東京工科大学 )

F-14　Dome Project OSSAN　エアドーム星たまごを用いた遊べるインタラクティブコンテンツの提案
　　　  豊饒 映美 ( 九州大学 ) 小早川 和也 ( 九州大学 ) 田中 汐里 ( 九州大学 ) 姫野 佑介 ( 九州大学 ) 富松 潔 ( 九州大学 )

F-15　アンビエント・インタラクションに関する研究　視覚情報と聴覚情報による行動誘発を試みる基礎研究
　　　  駒宮 大己 ( 武蔵野美術大学 ) 白石 学 ( 武蔵野美術大学 )

F-16　ロボットアニメ戦闘シーンにおけるカット設計支援システムの開発
　　　  徐 弘毅 ( 東京工科大学 ) 兼松 祥央 ( 首都大学東京 ) 茂木 龍太 ( 首都大学東京 ) 鶴田 直也 ( 東京工科大学 ) 
　　　  三上 浩司 ( 東京工科大学 ) 近藤 邦雄 ( 東京工科大学 )
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F-17　カット分析に基づくキャラクター表情制作支援スクラップブック
　　　  大澤 洸平 ( 東京工科大学 ) 茂木 龍太 ( 首都大学東京 ) 兼松 祥央 ( 首都大学東京 ) 鶴田 直也 ( 東京工科大学 ) 
　　　  三上 浩司 ( 東京工科大学 ) 近藤 邦雄 ( 東京工科大学 )

F-18　身体的特徴を持った人間キャラクターの制作支援システムの提案
　　　  永田 幸 ( 東京工科大学 ) 茂木 龍太 ( 首都大学東京 ) 兼松 祥央 ( 首都大学東京 ) 鶴田 直也 ( 東京工科大学 ) 
　　　  三上 浩司 ( 東京工科大学 ) 近藤 邦雄 ( 東京工科大学 )

F-19　集団キャラクターにおける配色バランスの分析
　　　  五十嵐 実紅 ( 東京工科大学 ) 茂木 龍太 ( 首都大学東京 ) 兼松 祥央 ( 首都大学東京 ) 鶴田 直也 ( 東京工科大学 ) 
　　　  三上 浩司 ( 東京工科大学 ) 近藤 邦雄 ( 東京工科大学 )

F-20　役割分担に基づく集団キャラクター制作支援スクラップブック
　　　  飯沼 弘樹 ( 東京工科大学 ) 茂木 龍太 ( 首都大学東京 ) 兼松 祥央 ( 首都大学東京 ) 鶴田 直也 ( 東京工科大学 ) 
　　　  三上 浩司 ( 東京工科大学 ) 近藤 邦雄 ( 東京工科大学 )

F-21　ゴシック&ロリータキャラクターの制作支援スクラップブック
　　　  香山 侑子 ( 東京工科大学 ) 茂木 龍太 ( 首都大学東京 ) 兼松 祥央 ( 首都大学東京 ) 鶴田 直也 ( 東京工科大学 ) 
　　　  三上 浩司 ( 東京工科大学 ) 近藤 邦雄 ( 東京工科大学 )

F-22　人型ロボットのためのポーズ設計支援手法
　　　  竹本 祐太 ( 東京工科大学 ) 茂木 龍太 ( 首都大学東京 ) 兼松 祥央 ( 首都大学東京 ) 鶴田 直也 ( 東京工科大学 ) 
　　　  三上 浩司 ( 東京工科大学 ) 近藤 邦雄 ( 東京工科大学 )
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　作品展示　D会場　コアタイム：18:00～19:00
D - 1　VISUALIZE STARLIGHT　～環境音のビジュアライズと動作によるインタラクションの関係性に関する研究～
　　　  城戸 雄大 ( 東京工科大学 ) 菊池 司 ( 東京工科大学 )

D - 2　Nursery Song in 14EDO
　　　  清川 隼矢 ( 東京工科大学 ) 伊藤 彰教 ( 東京工科大学 )　伊藤 謙一郎 ( 東京工科大学 )

D - 3　Disc Juicer
　　　  崎山 瑛巳 ( 武蔵野美術大学 ) 白石 学 ( 武蔵野美術大学 )

D - 4　リアルタイム3DCGアニメーション「人類の叡智」　機能性の先にある審美性の追求
　　　  中村 翔 ( 武蔵野美術大学 ) 高山 穣 ( 武蔵野美術大学 )

D - 5　Electronic Heart Mother
　　　  竹下 充彦 ( 武蔵野美術大学 ) 白石 学 ( 武蔵野美術大学 )
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Controllable Bubbles 

水中の気泡を制御可能とするビジュアルシミュレーション 

古屋 匠                                              菊池 司 

東京工科大学メディア学部 東京工科大学  

m011237351@edu.teu.ac.jp kikuchitks@stf.teu.ac.jp  

キーワード:  ビジュアルシミュレーション,  気泡,  流体運動 

 

1. はじめに 

 本論文では，物体が水中に落下した際に発生する気泡

現象（図 1）のビジュアルシミュレーション法を提案す

る．水の CGアニメーションにおいて，気泡は水中の泡や

飛沫など写実性を高めるためには重要な要素である．水

中に物体が落下した衝撃で発生する気泡現象は観測する

ことが難しく，物体の形状や質量，入射角等により変化

する．そのため，本研究における気泡現象のビジュアル

シミュレーション法が開発できれば，エンターテインメ

ント分野やアートの分野で利用することが可能になる． 

 本研究における気泡の定義とは「液体中に分散してい

る気体」であり，これは泡と定義されている「2 つの相が

凝集したコロイドシステム状態」の中で，9 つのグループ

で分けられた中の１つに該当している [1,2] ． 

 

 
図 1．NobbyTechLtd,リンゴの水中落下,2014 年 12 月 09 日 に公開 
https://www.youtube.com/watch?v=dNgthCtk060 

 

2. 関連研究 

 本研究で取り上げる水中の気泡のビジュアルシミュレ

ーションに関する研究例として，西川ら[3]の炭酸水中の

気泡のビジュアルシミュレーションが挙げられる．西川

らは，計算コストを抑えながら写実的なアニメーション

生成を行った．炭酸水中の気泡の挙動から気泡同士の衝

突，または融合する場合があることから，気泡粒子の衝

突判定を行い，一定の確率によって融合または反発させ

るシミュレーション手法を提案した．しかしながら本論

文で提案する水中に物体が落下した衝撃で発生する気泡

現象のようなシーンが再現できることは示されていな

い． 

 水中における気泡の周辺流体の挙動について，沸騰現

象から分析した結果，単一のオフィリスから規則的に気

泡を発砲させたにも関わらず複雑な挙動を示し，周期倍

分岐現象がカオスに至るルートが存在している，という

ことが野上らの論文 [4] では示されている．さらに，気泡

周辺の流体変動は，壁面などの存在に関わらずポテンシ

ャル的であったということからも，水中における気泡の

挙動は一定以上の大きさを越えると制御できずにランダ

ムな動きをすることがわかっている． 

 核沸騰をシミュレーションした藤澤ら [5]の論文では，

自然な沸騰アニメーションを表現するために核生成によ

るシミュレーションを行っている．CIP-CSL3 法と沸騰核

個体を用いた体積保存性を考慮した手法は，気泡の移流

時の体積損失を軽減した．沸騰現象では気泡の挙動が問

題となるが，この手法を用いれば安定して計算ができ

る，沸騰核の生成手法を提案しているが，体積膨張が激

しい場合の界面の拡散や，界面付近の分布の偏りが大き

く不安定になる欠点がある．本研究では水中に物体が落

下した時に発生する気泡現象なので，極端に気泡の膨張

が激しくなることから藤澤ら [5]の手法を用いることはな

いが，熱力学を用いたシミュレーションであるため，水

中火山等ビジュアルシミュレーションとして利用するこ

とが可能な手法であると考えられる． 

 Doyub Kim ら [6] は，流体力学を用いて，CG における

多数の小さな気泡流の複雑な動きをシミュレーションす

るための簡単かつ効率的なフレームワークを提案した． 
気泡の大規模なシミュレーションを，気体と液体の間の

離散的な境界条件，気泡間のサブグリッドの相互作用の

二つの段階でソルバを分離し計算した．その結果，一台

の PCで 1フレームあたり 16秒未満でマイクロスケールの

気泡数百万の複雑なシーンをシミュレーションすること

を可能とした．本研究では，水面からの衝撃で気泡現象

が発生し，さらに入射角の違いなどによる複雑な挙動を

再現するため，Doyub Kim ら [6] の結果と同じになる可能

性は低いと考えられるが，水中における気泡現象のビジ

ュアルシミュレーションとして有用な手法であると言え

る． 

 

3. 気泡のシミュレーション手法 
 本研究における気泡の発生，および制御は以下の手順
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で進める． 

1. 物体の落下，および気泡の発生 

2.  気泡同士の衝突，膨張（成長） 

3. 気泡を制御可能とする 

物体の落下から気泡の生成では，実際の映像 （図 1）
を参考に， 3DCG ツール，およびスクリプトを使用して

写実的表現のシミュレーション手法を開発する． 

気泡同士の衝突，膨張では，西川らの論文[3] から気泡

粒子の衝突判定を行うシミュレーション手法を活用，お

よび拡張する． 

気泡を制御可能とするシミュレーションでは，3DCG ツ

ール，およびスクリプトを使用して，エンターテインメ

ントとしての 1つの例を示すことで，新しいビジュアルシ

ミュレーション手法を提案する． 

 本研究で使用する 3DCG ツールは RealFlow，および

RealFlow SDK，レンダリングには Mentalray を使用する予

定である． 

 

4. これまでの成果とシミュレーションの R&D 
写実的な気泡を表現するにあたり，泡の特性と役割を

以下のようにまとめた．水中の気泡やシャボン玉のよう

にすぐに消えてしまい，単体で存在する泡を英語では

Bubble と言い，Bubble が複数集まって構成される泡を

Foam と言う[1]．Foam には洗剤を泡立てたものやビール

の上に乗っている泡などが該当する．泡の役割としてま

ず挙げられるのが，視覚効果として見る人に満足感を与

えたり[2]，石鹸の泡は汚れを付着，吸収して除去すると

いった役割がある．また，水中における泡の特性とし

て，野上らの論文[4]から動きを制御することができない

ということや，泡の大きさによって流体軌道が変わる[7]
といったことがわかっている． 

CG シミュレーションにおける水中の気泡表現では，パ

ーティクル中に空間をあけることによって体積保存性を

考慮する藤澤らの手法[5]と，水中を 3DCG ツールのライ

ティングで，気泡をパーティクルで表現する 2つの方法が

ある．そこで，本研究においてどちらが適切かを確認す

るために，両手法を実装してシミュレーションを行っ

た．前者は，パーティクルを充填した空間に物体を落下

させることで気泡流体を計算するため，効率が悪い（図

2）．後者の気泡表現は少ないパーティクル数で表現でき

るため，本研究では後者の表現手法を用いることとする

（図 3）． 
 

 
図 2．パーティクルを充填した空間に物体を入れたもの 

 

 
図 3．気泡のみをパーティクルで表現したもの 

 

５． まとめと今後の課題 

 本研究では，物体が水中に落下したときに発生する気

泡を制御し，エンターテインメントとして利用可能な新

しいビジュアルシミュレーションの手法を提案する予定

である． 
 今後は，水中の気泡についてより写実的な表現を追求

するために水中の表現と気泡について理解を深める必要

がある．また，気泡がどのようにどこから発生し，どの

ように水中で振舞うのかの物理現象の理解とそれらの実

装，さらに気泡パーティクルを制御するためのアルゴリ

ズムの開発（たとえば，シェイプマッチング法の改良な

ど）が課題として挙げられる． 
また，本研究で提案する手法を応用した映像作品を制

作する予定である． 
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水から生じる気泡のビジュアルシミュレーション”，

情報処理学会研究報告グラフィクスと CAD（CG） 
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流体シミュレーションを応用したモーションブラーの生成 
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1 はじめに  
モーションブラーは動いている被写体を撮影した時に

生じるブレであり，その形は被写体と同じ形を保ちつつ残

像として残る．しかしアニメーションや漫画の二次元の世

界においては，オブジェクトがどのように動くかをわかり

やすく見せる場合に非写実的なモーションブラーの表現

を用いる．これらは，モーションブラーの表現の省略方法

として非常に便利であり，同じオブジェクトを複数描かず

とも軌道が読め，動きの流れが認識できる（図 1）． 

 

図 1 非写実的モーションブラー(参考文献[1]より) 

 

一方，近年の日本のアニメーションにおいて，従来の手

書き作画と併用する形で 3DCG による画像生成が使われ

る場合が増えている．この場合，手書きアニメーション風

にレンダリングされた 3DCG 映像が使われるため，モーシ

ョンブラーに関しても写実的なものだけではない表現の

多様性が必要となってきている．  

そこで本研究では，モーションブラーに流体シミュレー

ションを取り入れ，オブジェクトが高速で動いた瞬間にオ

ブジェクトの周囲で巻き起こる乱流現象を可視化する形

でモーションブラーを表現する手法を提案する． 

 

2 関連研究 
  川岸ら [1] は，2 次元アニメーションや漫画などで用い

られる非写実的なモーションブラーを「カートゥンブラ

ー」と定義し，体系化を行った．その中で，線，残像，お

よび歪みの 3 種類に分類し，それぞれを CG で再現する手

法を提案した．そして，大林ら [2] は川岸らが提案したカ

ートゥンブラーを 3DCG に応用するための手法を提案し

た．Schmid ら[3] は，TAO（Time Aggregate Object）という

データ構造を提案し，これを応用してアニメーションに高

品質なモーションブラーを付加する手法を提案した．さら

に，Tian-Chen [4] らは流体力学を応用したモーションブラ

ーをリアルタイム 3DCG に応用する手法を提案した．しか

しながら，これらの研究例では，オブジェクトが高速で動

いた瞬間にオブジェクトの周囲で巻き起こる乱流現象を

可視化する形でモーションブラーを表現したものはない． 

 

３ オブジェクト周囲に巻き起こる乱流現象 
高速で運動するオブジェクトの周囲に巻き起こる乱流

速度場を，グリッドベースによるオイラー法 [2,3] を用い

て計算する．この手法では，以下の非圧縮性ナビエ・スト

ークス流体方程式を用いる． 
 

 

   

 

ここで，u は速度ベクトル，t は時間，ρ は流体の密度を

表す定数，p は圧力，v は動粘性係数，f は外力を表す．

本手法では，外力にはオブジェクトの運動から引き起こさ

れる力を考慮することとする． 

  式（1），および（2）から計算された速度場にしたがっ

て，オブジェクトから発生させたパーティクルを運動させ

る．この際，発生するパーティクルは発生した箇所のオブ

ジェクトとおなじマテリアルを有するものとする．このパ

ーティクルをレンダリングすることで，オブジェクトの残

像が乱流によって揺らめくようなモーションブラーを生

成することができる． 

 

４ PBVR (particle-based volume rendering) 
前述のように発生させたパーティクルを利用して，パー

ティクルベースボリュームレンダリング（PBVR：
particle-based volume rendering）を行う． 
小山田らが提案した PBVR [7] では，パーティクル生成

とパーティクル投影という 2 つの処理ステップから構成

されているが，本研究では粒子生成は前述のパーティクル

生成で完了しているため，パーティクル投影だけで画像を

得ることができる． 

  PBVR を用いることにより，シミュレーション空間の密
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度関数を計算することなく画素値を得ることが可能とな

る． 

 

５ これまでの成果と今後の予定 
 モーションブラーの軌道が見えやすいオブジェクトの

形として，初めに剣のモデリングを行い，アニメーション

を加えた．次に，アニメーションの軌跡に沿って，その動

線方向を外力ベクトルとし，式（1），および（2）のナビ

エ・ストークス方程式によって流体計算を行った．そして，

剣のモデルからパーティクルを発生させ，速度場にしたが

って運動させた後，パーティクルデータを PBVR によって

可視化した（図 2，図 3）． 

 

 

図 2 モーションブラーの例 1 

 

図 3 モーションブラーの例 2 

 

６ まとめおよび今後の課題 
 本研究ではモーションブラーに焦点を置き，モーションブ

ラーに流体シミュレーションを取り入れ，オブジェクトが

高速で動いた瞬間にオブジェクトの周囲で巻き起こる乱

流現象を可視化する形でモーションブラーを表現する手

法を提案した． 

流体シミュレーションを用いて複雑に揺らぎながら変

化するモーションブラーは，単純にオブジェクトの残像が

可視化されたモーションブラーなどと比較すると，表現の

幅が広がる可能性を感じさせた．  

 今後の課題としては，オブジェクトの動きの種類を増や

すことに加え, 流体計算の精度を高めること，流体の動き

からさらに変化させることや，レンダリング手法の検討

（例えば，PBVR ではなくボリュームフォトンマップをア

ダプティブレイマーチング法によってレンダリングする

手法などを採用するなど）が挙げられる． 
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多視点行列を用いた消失点操作に関する研究 

  

奥屋武志 坂井滋和  

早稲田大学基幹理工学研究科 早稲田大学基幹理工学部  

t-okuya@asagi.waseda.jp sakai@sakai.nishi.fukuoka.jp 

キーワード:  投影変換,  消失点,  アニメ 

 

1 はじめに 
 3DCGで手描きアニメーション（以下，アニメ）を再現
する試みは日本の CG制作会社において積極的に行われて
いるが，そこではアニメ特有の形状表現との差異が問題と

なる．3DCGによる透視投影変換では投影面上でのモデル
の見え方は視点との位置関係によって決定するため，視点

を固定したままモデルを移動すると投影面上での見え方

が変化する（図 1）．一方，アニメでは一枚の絵を移動し

て使い回すことから，物体が移動しても見え方が変わらな

いことがある（図 2）．このようなアニメ特有の形状表現

を作図で再現すると，本来は一カ所に固定されている消失

点がモデルと共に移動していることがわかる（図 3）．本

研究では 3DCGでアニメの見え方を再現するため，多視点
行列を用いて投影変換行列をモデル毎に生成し，消失点操

作を行った． 
 

2 関連研究 
 アニメ特有の形状表現を 3DCG で再現するため，

Rademacher ら[1]は視点によってモデルの形状が変化する
ことから，同一のキャラクターに対して視点毎に複数のモ

デルを作成し，視点に応じて重みを変化させながら各モデ

ルの頂点を合成することにより，視点による形状表現を再

現した．この手法と手描きモデリングを組み合わせること

により，Xiangら[2]はアニメ用モデルの総合的な制作シス
テムを開発した．しかし，いずれもアニメ制作者が意図的

に行った形状表現をモデルの 3次元形状の変形によって再
現しており，1 章で述べた絵の使い回しから必然的に生じ
る形状表現について，3 次元形状を固定したまま 2 次元に
変換する投影変換の際の消失点の状態に基づいてアニメ

表現を再現する試みは行われていない．また，亀田ら[3]
はMulti-View投影を用いてモデルの 3次元形状は固定した
まま投影変換時に広角画像での歪み補正を行っているが，

この際の消失点の状態については触れられてこなかった． 
 

3 多視点行列による消失点操作 
 視点とモデルの位置関係からモデル毎に生成される多

視点行列を用いて，モデル毎に消失点を操作する．各モデ

ルはそれぞれ 3次元座標で定義された基準点 rを持つ．こ
の基準点 rが投影変換後にカメラの光軸と平行な直線の消
失点（Z 消失点）となれば，r を移動することで消失点の
操作が可能となる．rが Z消失点となるように下記の手順 

(a)同一のモデル（正面） 

 

(b) 同一のモデル（側面） 

図 1 透視投影の見え方 

(a) 同一の絵（正面） 

 

(b) 同一の絵（側面） 

図 2 同じ絵を使い回したときの見え方 

(a)固定された消失点 

 

(b)移動された消失点 

図 3 固定された消失点と消失点移動の比較 

で操作を行う．以下，図の例では二つの直方体で構成され

たモデルを用いる． 
1. ビュー座標上で Z 軸上にある点が投影面上の原点 O

に投影され Z 消失点となることから，ビュー変換を

行った後に位置 prvにある r が Z 軸上に位置するよう
にモデルを xy平面と平行な向きで移動する（図 4） 

2. 通常の透視投影変換で r が位置する座標 prpを予め求

め，手順 1 の後に投影変換を行って O にある r が prp

と一致するようにモデルを移動する（図 5） 
モデル毎に上記の手順 1, 2の移動を含む投影変換を行う

多視点行列 P'を生成する．ワールド変換行列を W，ビュー 
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図 4 ビュー座標上での平行移動 

図 5 投影面上での平行移動 

変換行列を V，通常の透視投影変換行列を P，手順 1,2 の
移動をする行列をそれぞれ T1，T2 とすると，モデル座標

pmにある点の投影面上での座標 ppは 

𝒑𝑝 = 𝒑𝑚𝑊 𝑉 𝑇1 𝑃 𝑇2 (1) 

となることから， 

𝑃′ = 𝑇1𝑃𝑇2 (2) 

と表すことができる． 
 ここで，rのモデル座標を prm，通常の透視投影変換での

r のビュー座標を(xrv, yrv, zrv)，投影面上での座標を(xrp, yrp)
とすると，T1, T2の移動量はそれぞれ(-xrv, -yrv, 0)，(xrp, yrp)
となることから， 

(𝑥𝑟𝑣 𝑦𝑟𝑣 𝑧𝑟𝑣 1) = 𝒑𝑟𝑚𝑊𝑉 (4) 

(𝑤𝑥𝑟𝑝 𝑤𝑦𝑟𝑝 𝑤𝑧𝑟𝑝 𝑤) = 𝒑𝑟𝑝 = 𝒑𝑟𝑚𝑊𝑉𝑃  (5) 

𝑃′ = (

0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

−𝑥𝑟𝑣 −𝑦𝑟𝑣 0 1

) 𝑃 (

0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

𝑥𝑟𝑝 𝑦𝑟𝑝 0 1

)  (6) 

となる．したがって，prm, W, V, P から P’を求めることが
できた．従来法と提案法で用いられる変換行列の差異につ

いて表 1にまとめる． 
 

表 1 変換行列の差異 

 従来法 提案法 
ワールド変換行列 モデル毎 モデル毎 
ビュー変換行列 1つ 1つ 
投影変換行列 1つ モデル毎 
prp を求める為の通常

の透視投影変換行列 
- 1つ 

 

4 評価 
 ここで提案した手法を用いてレンダリングした結果を

図 6に示す．図 6(a)より，モデルの移動に合わせて rを移
動することにより，Z消失点が移動し，位置が異なっても
同一の見え方をすることが確認できた．図 6(b), (c)より，
曲面を含むモデルでも平面のみで構成されたモデルと同

様に Z 消失点が移動していることが確認できた．従って，
提案法は平面と曲面の双方に対して Z 消失点の操作が可

能である．また，図 6(d)より，各モデルの Z 消失点を独

立して自由に配置することにより，絵画技法における多視

点描画のような表現にも応用が可能であることがわかっ

た． 
 

(a)直方体のモデル 

 

(b)曲面のモデル（正面） 

(c)曲面のモデル（側面） 

 

(d)多視点の表現 

図 6 提案法によるレンダリング結果 

5 結び 
 本研究では多視点行列を用いて投影変換行列を生成す

ることにより，Z消失点の操作を行った．本研究によって，
従来はモデル形状の変形によって行われていた 3DCG で

のアニメ作画や絵画技法の再現がモデル毎に設定された

消失点の操作によって可能となる．今後の課題としては，

(1)Z消失点以外の消失点の操作，(2)各種アニメ作画技法に
おける消失点の状態の解析，(3)本研究の成果を取り入れた
アニメ制作システムの開発，(4)歪み補正への応用が挙げら
れる． 
 
参考文献 
[1]Rademacher P. View-dependent geometry. In Proceedings of 

the 26th Annual Conference on Computer Graphics and 
Interactive, 1999; 439–446. 

[2]Xiang Li, Jun Xu, Yangchun Ren and Weidong Geng. 
Animating cartoon faces by multi-view Drawings. 
COMPUTER ANIMATION AND VIRTUAL WORLDS, 
2010 

[3]亀田 則行, 金森 由博, 西田 友是. 3D シーンのための

Multi-View 投影を用いた広角透視投影における歪みの

修正.情報処理学会研究報告. グラフィクスと CAD 研

究会報告 2010-CG-140(6) 
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不可能形状及び反重力運動表現のための陰影とテクスチャ 

歪んだ実物体に対応した錯覚を誘発するための表現手法 

鶴野幸子                    富松 潔 

近畿大学 産業理工学部,   九州大学大学院 芸術工学府  九州大学大学院芸術工学府 

sachiko@fuk.kindai.ac.jp, s.tsuruno.586@s.kyushu-u.ac.jp tomimatu@design.kyushu-u.ac.jp 
 
キーワード:  錯覚、不可能形状、反重力運動 

 

1 背景 
 ２次元の不可能形状は 16 世紀の絵画にも描かれている

が、20 世紀半ばに Penrose らによって心理学の論文として

発表され(1)、M.C.Escher のリトグラフである“Waterfall”

や “Belvedere”等によって広く知られるようになった(2)。

不可能形状は３次元では構造的に矛盾しており、２次元の

不可能形状から直感的にイメージできるような３次元の

形は存在しない。あくまでも人間の脳が作りだす心象であ

る。例えば、図 1(a)のような不可能形状は、図 1(b)のよう

に途中で切断するか、図 2(c)(d)のように歪ませる必要が

ある。また、本研究ではボールを用いた反重力運動を表現

することが目的である。反重力運動とは地球の重力を動力

にしているにも関わらず、反重力方向に動いているように

見える運動を指す。実空間でボールを転がすので、図 1の

ような切断する方法は使用できない為、形状を歪ませる方

法で対応している。歪ませた場合、本来は単一色の物体で

あるにも関わらず、図 2(a)のようになり、不自然な陰影に

見えたり、物体自体に濃淡があるように感じられる。テク

スチャをつけると図 2(b)に示すように、さらに不自然さが

増幅する。画面上だけの表現であれば、Wu ら(3)と Elber(4)

がレンダリング時の法線ベクトルを置き換えることでこ

れを解決している。しかし、実際の３次元物体には彼らの

手法を応用できない。そこで本研究では、実空間における

光源からの光の反射を考慮し、自然な陰影とテクスチャを

実現する方法を考案する。 

 

２ 錯覚を起こさせるための表現技法  
 本研究は実空間内で、観察者に本来の形状を別の形状に

誤認識させる。線画のように陰影やテクスチャがない場合

は、同一視線上に物体を配置する方法で、図 3 のように見

た目を同じにできる(5)。ところが陰影やテクスチャがある

場合、この方法だけでは同じ形としては認識されない。例

えば図 4 と同一視線上の別の形である図 5 において、それ

ぞれの(c)の線画の透視図は同じに見えるが、陰影やテクス

チャがある(d)や(e)をそれぞれ比較すると、異なる形状とし

て認識される。この陰影やテクスチャを同じに見えるよう

にするには、バーチャル空間内だけであればレンダリング

時に図 4 の形状の法線ベクトルを使って図 5 の形状をレン

ダリングすればよい。しかし実空間ではこの方法は使えな

い。そこで本研究では、線画では同じに見える２つの異な

る物体を、実空間の光源の下でも目に届く物体からの反射

光を同じにすることで、同一の物体として認識できる方法

を示す。具体的には、図 6 において、面 A を面 M で擬態

するとき、点 a と m はそれぞれ面 A と M 上にあり、点 v
を視点とし、点 a,m,v は同一線上にある。Ia と lm をそれぞ

れ点 a と m における反射光の強さとし、Ca と Cm はそれ

ぞれ点 a と m における物体自体の色とする。RGB の要素

は各色 0 から 1 の範囲とすると Cmは次の式で表される。 

 

この時、Ca, Ia, Im の値は Cmの値が各色 0 から 1 の範囲内

になるように制限される。擬態面 M 上のすべての点にお

いてこの計算を適用することで、面 A と同じに見える陰影

が実現し、同時にテクスチャの歪も解消される。図 7 は点

光源の下で２つに折れた面が平面に見えるように適用し

た時の比較である。 

(c)別視点 1 

(a)特定視点 (a)特定視点 (b)テクスチャ付き

(b)別視点 (d)別視点 2

図 1 切断による表現 図 2 歪による表現 

図 3 同一視線上に物体が完全に重なった場合 
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３ 実際の作品への応用 

実際の３D 物体にする為に、図 8 に示すように、形状は

３D プリンタで出力し、本手法を適用したテクスチャを印

刷して表面に張り付けている。撮影時は、コンピュータで

の設定と同じになるように、実際の３次元空間でカメラや

光源を配置する。 

図 9~14 に作品例を示す。何れもボールは重力によって

動いており、手品のようなトリックは一切ない。図 9 は高

さが矛盾している不可能物体で、図 10 に示すように周り

の通路に着目すると通路は同一平面に見えるが、中央の傾

斜面に注意を向けると左右の通路に高さの違いを感じる。

ボールは中央の傾斜面を転がり落ちるが、周りの通路では

転がしてもすぐに止まる。図 11 は逆にボールが傾斜面を

上っていくように見えるが、実際には緩やかな下りである。

図 12 に見た目の傾斜面と図 9,図 11 それぞれの擬態面の位

置関係を三面図で示す。図 13 は矢印のように垂直に上る

ように、図 14 は階段状に上るように錯覚される。形状を

歪ませることでボールが落ちない構造にしている。 

 

４ おわりに 
 歪んだ形状にも関わらず、実空間の光源に対応した自然

な陰影とテクスチャを表現できたと考えている。今後は、

アンケート調査や脳波測定などにより、その効果を客観的

に検証したい。また、この手法を応用し、ストーリー性の

ある作品として、展開していくことを考えている。 

参考文献 

[1]Penrose L. S, Penrose R., Impossible objects a special type of 
visual illusion, British Journal of Psychology Vol.49 pp.31-33, 
1958. 

[2]ERNST, B. Magic Mirror of M.C.Escher, Taschen, 1978. 

[3]Wu T.-P., Fu C.-W., Yeung S.-K., Jia J., Tang C.-K., Modeling 
and rendering of impossible figures, ACM Transactions on 
Graphics, vol. 29, No. 4, article 106, 2010. 

[4]Elber, G. Modeling (seemingly) impossible models , 
Computers and Graphics vol.35, pp.632-638, 2011. 

[5]Sugihara K., Computer-aided creation of impossible objects 
and impossible motions, Computational geometry and 
graphtheory : international conference KyotoCGGT, vol.11, 
Springer, pp.201-212, 2007 

図 4 見た目の形状       図 5 同一視線上の形状             図 6 面 A を面 M で擬態する場合 

(c)折れた面に本手法を適用(b)折れた面(a)平面 
図 7点光源下での見え方の比較 

図 8出力した 3D モデルへ 
  のテクスチャの添付 

図 9 不可能物体 従重力運動 図 10 高さの矛盾 図 11 不可能物体 反重力運動 図 12 図 9,11 の見た目の傾
 斜面と擬態面の位置関係
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躰道指導における動きの要点を視覚的に伝達する手法 

荒川 雄太郎 伊藤 弘樹 皆川 全弘 

拓殖大学 拓殖大学 拓殖大学 

y4m302@st.takushoku-u.ac.jp       k-itoh@id.takushoku-u.ac.jp  mminagaw@ner.takushoku-u.ac.jp 

キーワード:  画像解析,  モーションキャプチャ,  動作解析 

 
1.はじめに 
  近年,動作解析やモーションキャプチャの登場により身体動

作の新たな保存,継承方法に期待が高まっている. 

  東海大学では柔道の一流選手の動作を光学式モーション

キャプチャを用いて解析している[1].また,伝統芸能の世界で

は,久能や植田らにより光学式モーションキャプチャを用いて舞

踊を学習させる舞踊訓練システムが発表されている[2].これら

の事例により,学習においてモーションキャプチャや動作の画

像解析が有効であると言える.しかし,初心者と熟練者の違いや

動きの要点については熟練者個人の感覚,感性に依る事が多

く.定量的,視覚的に表されているとは言い難く多くはメジャーな

競技や分野でしか研究が進んでいないためマイナーな競技や

分野では保存,継承方法が問題になっている. 

  そこで,本研究では日本の武道である躰道に着目した,躰道

は全身を使った回転,捻り,跳躍動作の多い武道であり,それら

の動作に対応し指導における動作の要点を視覚的に伝達す

ることが出来れば他の競技でも応用できるのではないかと仮定

した. 

 
2.研究方法 

  躰道指導者に対するヒアリング調査と関連研究の調査によ

り躰道における動作の要点を明らかにする.しかし,躰道に関す

る研究は存在しないため動きに関する関連研究を分析し動き

の要素で共通する要素を抽出する.また,躰道は動きが速く,全

身による捻り回転動作が多いため記録,分析,要素の表示が可

能であるかの実験を行い,本研究で使用するツールの選別を

行う.その次の段階では,明らかにした要素の視覚化と有用性

の調査を行う. 

 
3.躰道の動きの要素 
3-1.ヒアリング調査 
  躰道の指導者資格を持つ四段以上の指導者4名より，動き

を評価する際に重視する事柄をヒアリング調査した結果，「体

軸」と「重心」の2要素が重要視されていた． 
 
3-2.関連研究の分析 

  巽らの3軸加速度センサを用いた剣道技の技能評価の検討

[3]により,初心者と習熟者の違いは形の変化における速度とし

て定量的に表せることが明らかになっている,しかしセンサを用

いた分析であるため各部位のグラフによる表示となっており視

覚的に理解できるとは言い難い. 

  植田らのモーションキャプチャデータを用いた舞踏訓練シス

テム[2]により,遅い動作においては動画による動画の比較分析

が学習に有効であることが明らかになっている.  

 しかし,早い動作や全身による激しい捻り回転動作でも有用

かどうかは明らかにされていない.初心者と熟練者の違いはリズ

ム（タイミング）,振りの大きさ,動かし方の3つが挙げられておりリ

ズムについては巽らの研究で明らかにされた形の変化におけ

る速度と共通するため速度は競技を問わず重要な要素とする. 

 
3-3.3つの要素 
  ヒアリング調査と関連研究の分析により,躰道において体軸,

重心,速度の3つの要素が動きの要点となる.体軸とは身体を天

地方向に貫く身体の中央軸であり最重要の要素とされており

重心のコントロールとも深い関わりがあるとされている,高岡はこ

れを総称し,高岡が提唱したDS（ディレクトリ・システムズ）の中

ではトップ・センター（図1）と呼んでいる[4].重心とは一般的に

力の働く中心点である,稲葉らにより足圧情報（図2）を用いて

視覚化する試みがされたが正確性と有用性の検証実験はされ

ていない[5]. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

図1 DS図 

 
 
 
 
 
 
 

図2 足圧情報 

 
4.実験1,高速に対応する実験 
4-1.実験の目的 
  本実験の目的は,躰道の高速な動きに対応して記録分析す

ることである,植田らの研究において舞踏に対してキャプチャー

には高速ディジタルカメラを使用していたため,躰道ではより高

精度のカメラが必要と仮定した. 

 
4-2.実験概要 
  本実験は,株式会社フォトロンに協力してもらい,同社のハイ
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スピードカメラ（PhotoCamSpeederV2）を使用して行った.カメラ

の設定は秒間取得データ数500枚に設定し拓殖大学武道場

でカメラ2台を使用し3名の技術者に協力をしてもらった.被験

者として,躰道弐段の筆者が実演をした.カメラは被験者に対し

正面と90°左に設置し（図3）また,ハイスピードカメラの実験に

は光量が必要なため補助ライトも設置して実験を行った.被験

者は各関節に12枚のマーカーシールを身体に張って実演を

行った（図4）. 

 
4-3.実験結果と考察 
  3次元的な加速度はわかった.また,躰道を記録するのに速

度的な問題はなかった.しかし,問題点として以下の問題も発生

した. 

①マーカーロストにより分析できない動きがあった.この問題に

より,ハイスピードカメラは捻り,回転動作の分析には不向きであ

り2台では追跡しきれないことがわかった. 

②データの記録分析に多大な時間を要する.実験結果により

ハイスピードカメラは秒間取得データ数でスペックオーバーで

ありハイスピードカメラを使用しないことで解決を見込める. 

③動画データが著しく暗くなってしまう（図5） 

④動画データにフリッカーが発生してしまう 

これらの問題は,実験環境における振れ幅が大きくなってしまう.

光量が多くないと③が発生し,蛍光灯の光量では不十分である.

また,蛍光灯の元でハイスピードカメラを使用すると④が発生し

てしまうため室内環境での使用は不向きである.これらにより,ハ

イスピードカメラでは躰道の動きを記録分析することは困難で

ある. 

 

 

図3 実験のカメラ配置図 図4 計測状況  図5 取得画像 

 
5.実験2,光学式モーションキャプチャの実験 
5-1.実験の目的 
  本実験は,モーションデータの記録と動きの解析を目的とす

る.また,実験1の問題点に対しては以下のように対策を講じた. 

①カメラを8台に増やしマーカーロスト対策とする 

②モーションデータ取得で光量.フリッカー対策とする 

③データ軽量化のため秒間取得データ数30枚で実験を行う 

 
5-2.実験概要 
  本実験は ,株式会社ディテクトのモーションキャプチャ

（PRO-Tracker3）を8台使用して3人の技術者の協力のもと行

った.実験場所,被験者については実験1と同様である.カメラの

配置は被験者に対して8方向に配置した（図6）.被験者は身体

に37個のマーカーを付けて実演した（図7）. 

 
5-3,実験結果と考察 
  モーションデータとして動作の保存解析をすることが出来た.

しかし,複数の動作においてマーカーロストによりデータが欠落

してしまう問題が発生した.解決策としてカメラの台数を増やす

ことが挙げられるが株式会社ディテクトの技術者の見立てでは

24台のカメラと床の下から撮影するための専用の撮影環境を

作る必要があると指摘された.金銭面,設備面で無理があり現実

的ではない.また,床の振動によりデータにノイズが発生してしま

う問題が新たに発生した.この結果により二次元三次元問わず

マーカーを用いて動きを保存するタイプの光学式では躰道の 

動きを保存解析することは難しいことがわかった. 

 

 

 

図6 実験2のカメラ配置図 図7 マーカーデータビュー 

 
6.実験3,慣性式モーションキャプチャの実験 
6-1.実験の目的 
  本実験の目的はこれまでの結果を踏まえ,カメラを用いない

Xsens社の慣性式モーションキャプチャ「MVN」での記録解析

を行うことである. 

 
6-2.実験概要 
  Xsens社は海外の企業であるため,「MVN」の輸入販売を行

っている株式会社ゼロシーセブン社に協力をお願いした.実験

場所は拓殖大学工学部棟3階3-30で被験者が着用し実演し

た. 

 
6-3.実験結果と考察 

  光学式とは違いカメラを使用する必要がなくマーカーロスト

や衝撃によるノイズと言った問題は解決された.また,大掛かりな

機材が不必要なため場所を選ばずに用いる事ができる.しかし,

慣性センサ特有の，若干の位置ずれの対処が必要であった． 

 
7.今後の研究計画 
  躰道の記録解析に関してはMVNで発生した問題の解決を

目指す.3つの要素は体軸に関しての聞き取り調査を行い,躰

道で言われている体軸について明らかにする.重心に関しては

床反力計測システム（フォースプレート）による視覚化を目指す.

動作比較,作図機能を備えた編集ソフトウェア「MediaBlend」に

よる要素の表示実験を行う.視覚化された3要素は指導者への

ヒアリング調査により正確性の検証,学習者に対する学習実験

により有用性の検証を行う. 
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特殊撮影におけるリアルとリアリティの関わりについての研究 

（実物と映像が観客に与える感覚の違い） 

張 コン                              指導教員：今間俊博 

首都大学東京システムデザイン研究科   首都大学東京システムデザイン研究科        

zhangkun2013shandong@yahoo.co.jp     komma@tmu.ac.jp 

キーワード:  ミニチュア撮影, リアル感, 視覚 

 

1 はじめに 
縮尺模型を写したのに、実在する物を写したように見え

る映像作品がある。この特殊効果を実現する撮影手法が、

ミニチュア撮影である。図１の写真は、建物や自動車のミ

ニチュアをアップで撮影した写真である。屋外で撮影して

いることで、自然な光の当たり方となっている上に、ミニ

チュア自体が写実なこともあって、まるで実物大の風景に

見える。図２は、現実に存在する風景を撮映した実写写真

であるが見た所ミニチュアの様に見える。 
これらの例を通して、考えられる事は、人間の感覚はい

つでも一様では無いという事である。ここにリアルとリア

リティの問題が存在する。ここで言うリアルとは、物理的

な存在やその物性の事を指す。またリアリティとは、見て

いる人間が感じた、心の中の存在感やその物性を表す。 
そこで本研究では、特殊撮影において、どのような映像

的要因が観察者の感覚の違いを導いているのか、さらにど

のような被写体でもそれが成立するのかを研究する。 

 

図１	 ミニチュアが実物に見える例[6] 

２ 先行研究 
これまで、ミニチュア模型を写したのに、実在する物

を写したように見える効果についての研究は少ない。しか

し、実際の風景を写したのにミニチュアを写したように見

える写真の研究は多い[1] [2] [4] [5]。視覚世界の模型化を
呈する視覚現象をここでは、ミニチュア効果を呼ぶ[1]。こ
うした効果は、前述したミニチュアをリアルの現実のよう

に見せる効果とは、正反対のベクトルを持つ特殊な視覚効

果である。この様に、ミニチュアが大きな実物に見えたり、

実物が小さなミニチュアに見える様な、実物と感覚の違い

が起きる事象を、総称して「フェイク化」と呼ぶ事にする。

フェイク化に関係する要因は、[1]の文章において以下のよ
うなものが挙げられている。 
	 

１） 視点の高さ（撮影俯角）	 

２） ぼけ	 

３） 高彩度の色彩	 

４） 特定の色彩（例えば、緑）	 

５） 画面全体の輝度	 

６） 質感	 

７） 奥行き手がかりの小なさ（線遠近法、肌理の勾配、

影）等。	 

８） 知覚の枠組み（モノクローム、認知的文脈、学習

効果）	 

９） 違和感	 

１０） 文化社会的背景	 

	 表１	 ミニチュア（フェイク化）効果の要因	 

三浦らは、ミニチュア効果の要因を、大きさ・距離判断

という知覚、リアリティ判断、社会的背景の三つの観点か

ら捉え、考察している[1]。その中でも知覚的観点に焦点を
当てており、ミニチュア効果の要因として視点の高さ・色

彩・輝度・質感等を挙げ、それぞれについて考察している。

宮脇巧真と菊池司の論文では、映像においてミニチュア効

果を感じられる要素がまとめられている[2]。ズームするこ
とで効果を更に強められることを評価実験によって明ら

かにした。東京工業大学の南明宏の研究では、ぼけの分布

の存在により絶対距離知覚、及び大きさ知覚が小さくなる

傾向は確認された。また、その対象物の色彩や質感、相対

的なサイズ関係等が距離や大きさの知覚に対して影響を

与える可能性を示唆している[4]。東北大学大学院の岡谷

貴之の研究では、ボケを伴った画像をミニチュア模型のよ

うに錯覚する現像をコンピュータビジョンの立場から研

究している。岡谷らは、この錯覚がボケを伴った画像のシ

ーンに、スケールに関する情報が含まれ、それを人間の視

覚がうまく抽出できること意味すると捉えた。そして、そ

の画像からシーンのスケールを推定する仕組みを考察し、

浅い被写界深度とシーンの奥行情報の両方が画像に同時

に存在する必要があるとしている。しかし、この二つの条

件のみがスケール感の知覚に影響を与える訳ではなく、色

彩や物体の種類が与える影響の可能性も示唆している[5]。	 
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以上を通して、ミニチュア効果が起きる要因に対して、

撮影角度、焦点距離、ぼけ、被写体の大きさ及び観測者の

感覚(リアリティ)の間の関係が明らかにした。	 

一方、ミニチュアが大きな実物に見える様な、実物と感

覚の違いが起きる事象を、「ミニチュアの実物効果」と呼

ぶ事にする。ミニチュアの実物効果が起きる要因としては、

撮影角度、焦点距離、ぼけ、被写体の大きさ及び観測者の

感覚(リアリティ)の間の関係に関しては未だに検証され

ていない。「Fictional sceneryにおける制作手法の解説」と
いう論文では、ミニチュア模型を撮映し、実在する物を写

したように見える効果を呈する作品の制作手法の説明を

通して、絵画表現について論述されている[3]。その中にも、
ミニチュアの実物効果を実現するために、撮影用のミニチ

ュア模型の作り方を手段として、少しに説明されている。

しかし、なぜこうした効果が起きることとどうしてミニチ

ュア模型を写して、実在する物を写したように見える撮影

手法を論述されていない。ミニチュア撮影とミニチュア効

果は、二つの正反対のベクトルを持つ特殊な視覚効果であ

るが、実際に実物と感覚の違いが起きる一つの事象である。

こうした事象が起きる要因に対して、撮影角度、焦点距離、

ぼけ、被写体の大きさ及び観測者の感覚(リアリティ)の間

の関係がある。ミニチュア効果に対して、以上の研究を通

して、この関係が明らかにした。しかし、正反対のミニチ

ュア撮影において撮影角度、焦点距離、ぼけ、被写体の大

きさ及び観測者の感覚(リアリティ)の間の関係が未だに

検証されていない。	 

	 それで、ミニチュア効果についての先行研究の中に、研

究方法等を参考する可能性があるので、研究を重ねる必要

があると思われる。そこで本研究では、ミニチュア撮影に

おいて、リアルの現実感が起きる要因に対して、撮影角度、

焦点距離、ぼけ、被写体の大きさ及び観測者の感覚(リア

リティ)の間の関係について明らかにすることを目的とし

ている。	 

 

図２	 実物がミニチュアに見える例[7] 

3 今後の研究 
ミニチュア模型を写したのに実在する物を写したように見え

る作品の特徴とこの特殊効果を呈する為の撮影手法の特徴を

分析する。実験を通して、映像要素（撮影角度、焦点距離、ぼ

けなど）と被写体の大きさと観測者の感覚(リアリティ)の間の関

係を証明する。 
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枯れる植物のシミュレーション映像の制作 

平川 友香                           今間 俊博  

首都大学東京                        首都大学東京  

ht.7321.82@gmail.com komma@tmu.ac.jp  

キーワード: 滅びの美学, タイムラプス, 三次元復元

1 はじめに

「廃墟」や「遺跡」、「古道具」など古い物や壊れたもの、

腐りかけたものなど年月を経て変化したものに美しさや

興味を引かれる人は多い。特に「廃墟」で言えば、『美し

き廃墟』（著：Jess Walter）や『世界の美しい廃墟』（著：

Thomas Jorion）など多くの廃墟に関する本や写真集が出

版されている。通常このような捨てられたものや壊れたも

のには、汚い、使えない、といった負のイメージがあるは

ずである。なぜこのような古いものに人は興味を示し、美

しさを感じるのか。それを考察した時に、「滅びの美学」

というものがでてくる。「滅びの美学」とは終わりがある

から美しいと考える見方であり、生に執着せず死を選ぶ散

り際の美しさのことなどを指す。「滅びの美学」は『平家

物語』や三島由紀夫の『金閣寺』等の文学作品にても見い

だす事が出来る。また、ドイツの建築家、政治家であるア

ルベルト・シュペーアは建築理論にて「千年後にギリシャ

やローマのような美しい廃墟となるよう建築するべき」と

提唱した。このような「滅びの美学」という考え方が「廃

墟」への美しさを感じる一つの要因であると言える(図 1)。

 
図 1.Reconquering[1]

「ものが滅びる」という現象は人間が意図的に作りだせる

ものではない。そこには時間をかけて独特の造形が作りだ

される。この「ものが滅びていく」現象を映像にて現実の

物と照らし合わし、表現することができれば面白いのでは

ないかと考えた。今回は「滅び」の中でも植物が枯れてい

く様を扱うことにした。花が生長し開いていく様子が美し

いとして取り上げられることは多くあるが、枯れていく様

が取り上げられることは少ない。しかし、「滅びの美学」

にそって植物の枯れる姿にも「美しさ」を見いだすことは

できると考えられる。そこで、本研究では花が枯れていく

様を短時間でみることができる映像の制作を考えた。

2 先攻研究

今回の枯れる植物のシミュレーション映像の制作にあた

り、廃墟や滅びの美学、また制作の手法についての調査を

した。岡田の産業廃墟景観論に廃墟と滅びの美学について

の考察が記されている[2]。その中には「人間に対し超越

的・絶対的存在である事物を劣化崩壊させることによって、

その滅び・移ろいの感覚をいっそう強調させている」と書

かれている。また、深田による廃墟の空間構成要素に関す

る研究には、「廃墟とは、欠損、変化、増加要素が存在す

る」として、それらの要素が複合することによって廃墟と

いう存在がポジティブに捉えられるのだと述べている[3]。

この論文の内容から、本研究で植物を取り上げるにあたり、

枯れていく植物のどのような点が具体的に美しいとされ

るかを参考にする。また、枯れる植物の表現について類似

研究の一つにJeongによって書かれた枯れ葉のシミュレー
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ション技術がある[4]。この研究では葉の中の浸透水の流

れなど生物学に沿った物理ベースによるモデリングの手

法が書かれている。しかし、本研究では別の方法で表現を

行っていこうと考えた。

3 研究手法 

以下が目標とするシミュレーションシステムのフローで

ある(図２)。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      図２.シミュレーションシステムのフロー 

 

複数台のカメラによる 3D スキャンでは、タイムラプスの

機能を使って撮影し、データ記録を行う(図 3)。その後、

ソフトを用いて、生きた花を三次元 CG の画像として出力

する作業を行っていく。研究スケジュールとしては、先行

研究調査と同時に枯れる植物の撮影を行っていく。撮影し

たデータをもとに生きた花を三次元 CG の制作を行う。

   

 

  

 

  図 3.薔薇のタイムラプス[5]

以下がアニメーションレンダリングまでの研究手法のフ

ローである(図 4)。

 
 

    図 4.研究手法のフロー 
 
 
参考文献  
[1] Matthias Haker, “Reconquering” 
   (http://matthias-haker.deviantart.com) ,2012,  
   (2015年 7月現在) 
[2] 岡田昌彰,「産業廃墟景観論・試論」, 
   日本造園学会研究発表論文集 64(5),pp.765-768,2001 
[3] 深田裕也,安藤直見,永瀬克己,「廃墟の空間構成要素に
関する研究」 ,日本建築学会大会学術講演梗概
集,pp975-976,2003 

[4] SoHyeon Jeong, Si-Hyung Park and Chang-Hun Kim, 
“Simulation of Morphology Changes in Drying Leaves” in 
Computer Graphics forum, Datamation, Vol. 32, No. 1, pp. 
204-215, 2013. 

[5] mortrek,“Time Lapse of Rose Blooming,Wilting and 
Dropping,”(https://www.youtube.com/watch?v=3Vpwqs8Q
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ハイスピードカメラとモーションキャプチャを用いた野球フォーム改

善の研究  

靍田 洋介 金 大雄                         石井 達郎 

九州大学                            九州大学                   九州大学 

tsuruberutu@gmail.com dwkim@design.kyushu-u.ac.jp        tatsuro@design.kyushu-u.ac.jp 

キーワード:   ハイスピードカメラ,  モーションキャプチャ,  

 

1 背景  
	 野球において必要とされる能力は様々である。テクニッ

ク・パワー・メンタルなどが例としてあげられるであろう。

中でもフォームはスポーツを行う中で一番の基礎であり

大事なものである。正しいフォームを習得する事ができれ

ばプレーの質も高まり更にはケガ防止にもつながると考

える。私自身も小学生から現在まで野球をやっておりフォ

ームの重要性を感じている。特にケガにより選手生命を絶

たれプレー出来なくなることもある。例えば松坂大輔投手

（現ソフトバンク）や五十嵐亮太投手（現ソフトバンク）

はケガをしやすいフォームと入団時から言われ、松坂投手

は 2011 年、五十嵐投手は 2006 年に投球フォームが原因
でケガをしている。また一般財団法人全日本野球協会が調

査によるとこの協会傘下の少年野球チームに所属してい

る小学生において痛みを経験したことがあると回答した

子が全体の約６割、投手経験者に至っては全体の約 7割と
高い数字になっている（図 1 参照）。幼少期から痛みを感
じるということは練習過多もあるかもしれないが少なか

らず間違ったフォームによる原因があると思われる。 

 
図 1:痛みを経験した選手の割合（出展『少年野球選手（硬
式・軟式）とその指導者の実態調査』） 
 

2 目的 
	 本研究では肉眼で確認できない細かな動作をハイスピ

ードカメラとモーションキャプチャを用いることにより

ケガをしにくい正しいフォームへの改善を促すことを目

的とする。また修士課程を含めた 3年間のプロセスで考え
ているので学部ではハイスピードカメラとモーションキ

ャプチャの二つを使った投球フォームの撮影・検証の方法

を研究していきたいと考えている。 
 

3 先行研究 
	 慶応義塾大学環境情報学部の西山勇毅氏の研究では

「Ripken	 :	 投球障害予防支援システムの構築」がなされ

ている。ウェアラブルセンサを使用して野手の練習中の投

球披露による投球フォームの変化を取得し、リアルタイム

にフィードバックすることで、投球障害の主な原因で過度

の投球や崩れた投球フォームでの投球を予防するシステ

ムの設計・構築がなされている。ハイスピードカメラとモ

ーションキャプチャよりも精度が落ちるが空間的制約が

ない分様々な練習の動きに対応できている。リアルタイム

でフィードバックできる点は参考にしたいと思う。しかし

今回の研究では投球フォームの改善が目的であるため空

間的制約に関しては考慮しないのでハイスピードカメラ

とモーションキャプチャを使いより精密な計測ができる

点を重視しようと考えている。	 

	 

4 手法 
	 実験対象者をリトルリーグに参加している小学生とし

実験を進めていこうと考えている。被験者の投球フォーム

を多方面からハイスピードカメラで撮影し、更にモーショ

ンキャプチャを用いより細かい動作のデータを計測する

（図 2 参照）。得られたデータを元に投球フォームの改善
を促し、更には指導教材にまで発展できればと考えている。

実験後の評価は主観評価（印象評価のアンケート等）を行

う予定である。 

 

図 2:ハイスピードカメラとモーションキャプチャ事例（出展：
EX-100PRO HP、鹿屋体育大学 HP） 

5 まとめ 
	 本論文では、ハイスピードカメラやモーションキャプチ

ャを用いた野球フォーム改善のための研究について述べ

てきた。現在研究方法など調査中なため随時進めていく予

定である。この研究によって得られた結果を元にスポーツ

分野におけるフォーム改善に貢献していきたい。 
 
参考文献  
[1] 西山勇毅「Ripken	 :	 投球障害予防支援システムの構
築」慶應義塾大学環境情報学部 

[2] 加藤徹也・本田敦也共同研究「低解像度カメラを用い
た身近な運動の教材化の課題」千葉大学教育学部・大

学院教育学研究科 
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キーフレーム検出とセマンティックスコア法を用いた映像要約法に

関する研究 

長谷川鈴夏 菊池司  

東京工科大学メディア学部 東京工科大学  

m01123316d@edu.teu.ac.jp kikuchitks@stf.teu.ac.jp  

キーワード:  セマンティックスコア法,  キーフレーム検出,  映像要約 

 

１  はじめに 

 近年，視聴者が鑑賞する映画を選択する際に重要視さ

れている要素のひとつに，「映画の予告編」がある．動画

共有サービスの Youtube でも多くの映画予告編が投稿さ

れ，視聴者は気軽に視聴することが可能となっており，

人気コンテンツである．さらに，優秀な作品を表彰する

「ゴールデントレーラー賞[1]」なども存在するなど，映

画予告編は注目度の高いコンテンツであると言える． 

  「映画予告編」とは，映画の内容や出演者，および雰囲

気などを 30 秒から 2 分程度という短い時間（尺）に簡潔

にまとめ，視聴者が「この映画を見たい」と思わせるた

めのプロモーション映像である．数多くの新作映画が毎

年制作され，その度に上映メディアの違いや尺の違いな

どで数パターンの映画予告編も制作しなければならない

ため，制作者側の負担は決して軽いものではなくなって

いる． 

    そこで本研究では，画像特徴量を用いたキーフレーム

検出とセマンティックスコア法を用いることによって，

効率よく映画予告編を編集できる映像要約手法を提案す

る．画像特徴量（エッジ検出，肌色検出，音量検出，カ

メラワーク検出）を用いたキーフレーム検出と，映画構

造評価・記述法であるセマンティックスコア法にドラマ

カーブ・ドラマフォールのシナリオ分析法を組み合わせ

たものを利用することによって，映像カットとシーンの

抽出を半自動的に行うことが可能となる． 

   本手法を用いることによって効率よく映像要約が可能と

なることを，試作品を通して実証する． 

 

２  関連研究 
  映画構造評価・記述法のセマンティックスコア法とは，

映画の構造を分析する方法である．物語の意味的単位で

あるシーンを複雑化・解決化の尺度で評価し，セマンテ

ィックスコアとシーン数を用いた特徴的なセマンティッ

クグラフを 5つの映画ジャンル（アクション，ドラマ，コ

メディ，ラブストーリー，ファンタジー）で導き出せた

ことが高橋らの論文 [2] では示されている．これにより，

セマンティックスコア法は映画における物語の構造を記

述する方法として有効であることが明らかになり，導き

出されたジャンルごとのセマンティックグラフは映画構

造分析に活用することが可能であると考えられる．さら

に，セマンティックスコア法と映画予告編・本編の関係

を用い，予告編のアルゴリズムを導き出せることが示さ

れている[3]．本編内を活用した予告編ショットは 6 つの

要素から構成されている．すなわち，本編内を活用した

予告編ショットの特徴は，以下の通りである． 

A． 主な出演者がバストショット(胸像)以上で存在 

B． 主な出演者がバストショットからフルショット(全体

像)で存在 

C． その他の出演者がバストショット以上で存在 

D． その他の出演者がバストショットからフルショット

で存在 

E． 激しい画像変化や SFX などの特殊画像効果および

BGM の盛り上がりや爆発音などの顕著な音響効果 

F． 風景やインテリアなどの情景、点景として人物や群

衆等 

上記に加えて，予告編に使われているシーンを起承転結

で分布すると，「起」が最も多く使われ，「承」と「転」

の部分は同程度使われ，「結」の部分は全く使われていな

いことを明らかにしている．セマンティックスコア法を

広く映画視聴者一般に使える評価・記述法とするため

に，使いやすさと評価誤差を最小限に抑える改良を加え

た「セマンティックスコア法による映画のシーン評価の

手引き」などの評価セットが制作されている [4] ．セマン

ティックスコア法を用いた予告編制作は，一つの映画作

品を複数の視聴者が評価することによって，各々のスコ

アごとに則った予告編が生成されることがわかっている

[5]．しかしながら，複数の視聴者から評価を取らなけれ

ばならないため，本研究のように映像カットとシーンの

抽出を半自動的に行うことはできない． 

映像要約法のひとつとして，エッジ検出，肌色検出，

音量検出，およびカメラワーク検出を用いたキーフレー

ム検出と，コマの大きさや形をマッチングするために必

要な推奨領域検出を用いて，漫画形式レイアウト画像を

出力する処理手法を岡嵜らは提案している[6]．岡嵜らの

研究では，アニメーション作品における特徴的な色表現

やエッジの形に加え，発言などの音を検出することによ

って映像内における重要度を設定している．岡嵜らの研

究では，アニメーション作品にのみキーフレーム検出を

試みているため，本研究のような実写映画に活用できる

ことは示されていない． 

 映画予告編の規則性に関しては，2001 年から 2010 年ま

での映画の中で興行収入が年間上位 20 位までの映画を対
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象として，その予告編から感じ取れる感情，テロップ・

カラータイトル，カット数，および音楽の観点からジャ

ンルごとに分類・分析し，共通点・相違点を示した清水

らの研究がある[7]．しかしながら，清水らの研究では予

告編の編集手法までは示されていない． 

また，映像の指示書であるシナリオを外的構造・内的

構造に分けて考えることを金子は提唱している[8]．観客

を飽きさず満足させるシナリオとは，観客に先を読まれ

ずに観客視点で物語をある程度分析できるものであると

しており，シナリオは「発端」「展開」「結末」の 3幕で構

成し，その中にドラマカーブやドラマフォール，ファー

スト 10や 13フェイズなどを盛り込むことによって観客を

飽きさせない構造を作っていくものであるとしている

（図 1）．本研究では，この理論をセマンティックスコア

法と組み合わせて利用する． 

 
図 1．ドラマカーブ・ドラマフォールの概念図（三上浩司：コンテンツディ

ベロッピング論より） 

 

 ３  予告編作成対象とする映画の選択 

    本研究の調査対象となる映画の選択方法として，高橋

らの論文[2]で導きだされた「アクション」，「ドラマ」，

「コメディ」「ラブストーリー」，および「ファンタジ

ー」の 5 つのジャンルの映画を用いることとする．さら

に，ゴールデントレーラー賞を受賞した作品と制作会社

が制作した映画のみを対象とすることとした．なぜな

ら，キーフレーム検出を用いるためには映画をキャプチ

ャする必要がある．そのため，ブルーレイ・DVD が発売

されていること，および本手法で作成された予告編と実

際に公開されている予告編映像を検証することを考慮し

て，実際の予告編映像が Youtube に存在する映画であるこ

とが必要であるため，制作会社が制作した映画のみを対

象とすることとした． 

上述の条件に当てはまる映画として，アクションは

「ハンガー・ゲーム 2」と「007 Skyfall」，ドラマは「大統

領の執事の涙」と「それでも夜は明ける」，ファンタジー

は「マレフィセント」と「スノーホワイト」を選択し

た．残り 2ジャンルに関しては，当てはまる映画を選別中

である． 

 

４  現在の研究成果と今後の計画 

 映画分析方法として，映画本編・予告編をキャプチャ

し，シーン分割を行っている．セマンティックスコア法

とドラマカーブなどを用いてシーンやシナリオの分析を

行い，双方の関連性とジャンル別の特徴を導き出す．さ

らに，キーフレーム検出を用いたショット分析とシーン

抽出を行うことが可能か検証し，必要であればキーフレ

ーム検出アルゴリズムの改良と実装を行う．そして，セ

マンティックスコアとシナリオ分析から抽出されるシー

ンと，キーフレーム検出を用いたシーン抽出の相関関係

を導き出して図表化を行う．双方で導き出されるシーン

を本研究では「予告編のための抽出シーン」としてマー

ジし，予告編編集を行う． 

   このようにして作成された予告編に対して，実際公開さ

れている予告編映像と比較すると同時に，被験者に鑑賞

してもらい主観評価を行う予定である． 

 

５  まとめと今後の課題 

 本研究では，画像特徴量を用いたキーフレーム検出と

セマンティックスコア法を用いることによって，効率よ

く映画予告編を編集できる映像要約手法を提案する予定

である．画像特徴量を用いたキーフレーム検出と，映画

構造評価・記述法であるセマンティックスコア法にドラ

マカーブ・ドラマフォールのシナリオ分析法を組み合わ

せたものを利用することによって，映像カットとシーン

の抽出を半自動的に行うことが可能となることを示す． 

今後は，正確な分析を行うためにセマンティックスコ

ア法とシナリオ分析に対する理解を深める必要がある．

また，キーフレーム検出の改良法，およびセマンティッ

クスコア法とシナリオ分析の組み合わせ方などを開発す

る必要がある． 

 
参考文献 
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ィックスコア法を用いた映画の構造表現－ヒューマ

ン・コンテンツ・インタフェースデザインに向けて(3) 
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1. 研究背景
　近年映画やアニメーションの映像制作技術はとても進

歩しており , それに伴い人物の感情や雰囲気を強調する

手法として , 多くのカメラワークが開発された . 例えば ,

速いズームインは , 急にその場面に押し出されるような

緊迫感 ( ショック効果 ) を与える効果があるとされる

[1].1900 年代までの機材は特殊且つ高価なものばかりな

ため（図 1）プロにしか扱えなかったが，2000 年以降は

一般的なハンディカメラの高性能化やドローンの発達に

より（図 2），撮影が容易になりつつある．しかし，映像

により与えられる刺激（感性情報）の研究がされてきたが，

カメラワークで感性情報を抽出している例は少なく，カ

メラワークを計画する際の明確な指標がない．

　そこで本研究は , カメラワークのスピードに着目し，

スピードの異なる映像から抽出された感性情報を取り入

れた映像を新たに作成し，スピードと感情の関連性を明

示した明確な指標を導き出すことを目的とする．

2. 先行研究
　映像における感性情報の抽出研究として，高橋らは感

情効果“癒し”という印象に着目し，感情効果をもたら

す色の調査を実施し，“癒し”の効果を持つ映像制作を試

みた [2]．御手洗らは「映画の文法」に基づき印象や雰囲

気の感性情報とカメラアングル , カメラワークと対応付

け , 効果的な撮影支援を行うインタラクションモデルの

提案をした [3]．感情表現のビデオ制作のための相互作用

モデルの研究では , 意図に合わせて写真を撮ることを目

的とした相互モデルを提案している [4]. カメラワークの

主観評価 [5][6] では特殊なカメラワークに限られるため

カメラスピードに関して言及されていはいない．

3. カメラワークにおける感性情報の抽出

3.1 実験 1
　学生中心に 20 代から 60 代の 22 人にアンケートを実施

した．感性情報の抽出を行うための刺激映像のカメラワー

クを７つ（ズームイン,ズームアウト,ドリーイン,ドリー

アウト , ティルト，パン , トラック）の動画を CG で作成

し，SD法による評価実験を行った．評価項目としてポール・

エクマンの基本６感情（驚き,喜び,怒り,恐怖,悲しみ,

嫌悪）と 7 つのカメラワーク合計 13 項目とした．6 種類

の「派手な」，「柔かい」などの形容詞対で5段階評価にした．

3.2 実験結果 1
　アンケート結果の最頻値で因子分析を行った[表 1].因

子１と因子 2 の累積寄与率が約８割を占めることから，

この 2 軸でほとんどが説明できる．因子１では「暖かい」

と「柔かい」が大きな値で同じような意味なので因子１

では「暖かい」とする．因子 2 では「派手な」が大きな

値なので「派手な」とする．因子３では「激しい」とする．

これらの因子分析で得られた因子 1 と因子 2 の散布図を

作成した ( 図 3). 図 4 から，因子１の暖かい効果がある

のは喜びとドリーアウト，冷たい効果は恐怖 , ズームア

ウトになる．因子 2 の派手な効果があるのは嫌悪，ズー

ムアウトとドリーアウトである．地味な効果があるのは

驚き , ズームインになる．怒りとドリーインには同じ効

果があり , 嫌悪とズームアウトにも同様の効果があると

いえる．上記の結果より , 因子２に影響するカメラワー

クのスピードで印象が変化するものと仮説を立てた．

表 1　実験 1の因子分析結果

第１因子 第 2因子 第 3因子 共通性
派手な 0.34 -0.94 -0.06 1.00
柔かい 0.86 0.17 0.03 0.76
暖かい 0.92 -0.18 -0.25 0.94
鋭い -0.29 -0.75 0.07 0.65
重い -0.93 -0.13 0.09 0.88
激しい -0.23 -0.73 0.54 0.89
因子負荷量の二乗和 2.70 2.05 0.37
寄与率 44.98 34.20 6.20
累積寄与率 44.98 79.18 85.38
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図 3　実験 1の散布図

図 2 ドローン (Drone)図 1 ドリー撮影
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4 カメラスピードにおける感性情報の抽出

4.1 実験 2
　学生中心に 20 代から 60 代の 10 人にアンケートを実施

した．刺激映像として，ゆっくり歩く速度と早歩きの速

度，自転車の速度など速度の違う７種類を作成し , 刺激

映像の背景は空間を認識させ , 速度感が分かるように白

線をグリッド状に配置した ( 図 4)．グリッド幅は通常 2

車線道路の幅 3m とし , 白線の幅はメートル法の基準 1m

と設定した．目線の高さを日本人男性の平均身長から目

線の高さ 1.65m とし，ディスプレイの中心が目線の高さ

になるようにした．ディスプレイからの観視距離は 1.7m

に設定した . この観視距離は窪田ら [6] の液晶テレビの

好ましい観視距離の研究で 65 インチの許容最短観視距離

により設定した．この刺激映像に対し前出した基本６感

情の形容詞対に対して７段階評価させた．そして，速度

感を正しく感じとれているかとその映像としイメージす

るシーンがリンクするかを調べるための項目を追加した．

アンケート方法は，1 つの映像に 10 秒とし，2 回ながし

映像間は 1 分間のインターバルを入れた．これは，速度

の差があまりない映像で基準が毎回変化してしまわない

ようにする為である．

図 4　実験方法

4.2 実験結果 2
　アンケート結果の最頻値で因子分析を行った[表 2].因

子 1 では「怒り」とする．因子 2 では「嫌悪」とし，因

子 3 では「喜び」とする．よって，カメラスピードを変

化させることで被験者の潜在的な要因は，「怒り」，「嫌悪」，

「喜び」の３つが挙げられる．これらの因子分析を散布図

にした ( 図 5). 因子 1 の嫌悪感を高く感じるのは 3.6km/

h で，反対に嫌悪感を感じないのは 100km/h だった．因

子 2 の怒りを高く感じるのは 5.4km/h で，反対に怒りを

感じないのは 15km/h だった．因子 3では喜びを感じるの

は 3.6km/h で，反対に喜びを感じないのは 100km/h だっ

た．スピードの変化があまりなく刺激が少ない 3.6km/h

と 5.4km/h に関しては相違がみられた．このことから速

度の違いを敏感に感じとれているとこがわかった．

表 2 実験 2の因子分析結果

第 1因子 第 2因子 第 3因子 共通性

驚き -0.62 -0.65 0.43 0.99
喜び -0.02 -0.02 0.95 0.90
怒り -0.89 -0.09 0.19 0.83
恐怖 -0.68 -0.70 0.16 0.99
嫌悪 0.08 -0.99 -0.06 0.99
悲しみ 0.78 -0.01 0.13 0.63
因子負荷量の二乗和 2.26 1.91 1.16
寄与率 37.68 31.86 19.41
累積寄与率 37.68 69.54 88.95

図 5　実験 2の散布図

5. まとめと今後の展開
　感性情報の抽出を行う為に実験 1 と実験 2 を行った．

実験 1 ではズームインと怒り，ズームアウトと嫌悪が同

様の効果が得られたといえる．仮説として，カメラワー

クのスピードによって刺激が変化すると考えた．その仮

説を実証する為に実験 2 を行った．そこではスピードに

あまり変化がなく刺激の少ない映像でも相違が見られた．

よって人は速度の違いを敏感に感じとれているといえる．

　今後の展開として実験 2 から実際に映画で使われてい

るカメラワークのメインの被写体と背景，カメラワーク

のスピードを明確にし，得られた結果の各要素を取り入

れた実験動画を作成する．それによりカメラワークの速

度による感情の変化及び，速度と感情の関連性を検証す

る．
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1 研究概要

2 アプローチ

 

 

 
, 

　本研究は、プラネタリウムや、オーロラ等の自然現象
を撮影した映像を上映する施設等に用いられる全天周映
像に関するものである。これまで、ストーリーを持った
映像の制作が避けられてきた全天周映像に対し、ストー
リーを付加し、尚且つその映像展示形式の利点を活かし
た映像を実際に制作し、その過程においてストーリーの
構築を行う。ストーリーは、ある人物を主軸に置いた、
様々なつながりの上で社会が形成されているということ
を表現する内容である。本研究では、全天周映像の前後
左右それに上(天井)を足した全5面(図1)に対して、どの部
分を見ていてもストーリーの展開を感じる事のできる映
像を制作し、それによって新たな映像の楽しみ方を提案
することを目標とする。

　本研究は、CG制作のメインソフトウェアとし
Autodesk Mayaを用いる。まず、通常のCGアニメーシ
ョン制作と同様にキャラクターデザイン、モデリングを
行う。また、それぞれのキャラクター同士が関係するよ
うシナリオ、ストーリーを構成し、それに基づいて動き(
アニメーション)を付ける。
　基本的な制作の流れは通常のCGアニメーション制作と
同様に行う。しかし、制作上の注意点として世界観や建

物及びストーリーを構成する物が全て視点を中心とした円
周上に存在することを意識する必要がある(図2)。また、
それぞれの視点におけるストーリーの展開について、相互
に関連性を持たせる。それにより、全天周の利点を活かし
たストーリー構成が行うことができ、一度見ただけでは全
体がつかめない映像となり、鑑賞者が再度観るための楽し
みにも繋がると考える。また、映像の主体となる視点元の
高さは自由とし、ストーリー次第では視点が動くことも可
能とする。サウンドトラックやSE、セリフについては必
要に応じて使用を試みる。
　ストーリー及びアニメーションの完成後、全天周映像へ
の変換を行う。全天周映像は、通常の映像とは違い、ドー
ムマスター形式と呼ばれる形式のデータを用意する必要が
ある。この形式に変換するためには専用のソフトウェアを
使用する他、様々な方法が存在する。本研究では、Maya
のソフトウェア上で可能であるキューブマップ方式による
制作を行う(図3)。これらの手法により、全天周における
全視点にストーリーを付与させた映像の制作が可能である
と考える。本展示の鑑賞方法として、実験的にOculus 
Rift DK2での鑑賞を想定する。

Top( 上、天井 )

Back( 後ろ )

Left( 左 )

Front(前 )

Right( 右 )

図 1  全天周映像における各面

図２　円周上に配置する建物とストーリー

↑

↑ ↑

人物A

人物B

人物C中心 (視点 )

人物D
建物

建物

死角

建物

※視点から見えない位置に
　建物等を配置しない

※登場人物の移動線

視点の周り ( 円周上 ) で、ストーリーを展開し、
死角となる位置でストーリーを展開したり、
建物を配置したりしない。
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3 今後の展開

図 3　キューブマップ方式により得られる全天周各面におけるレンダリング
　　　結果とそれを用いて作成したドームマスター形式の画像

※ドームマスター形式の画像。
　魚眼レンズで撮影したように、全天周の映像を平面に展開する。

本研究は武蔵野美術大学4年次卒業研究の一環として行っ
ているもので、現在も進行中のプロジェクトである。今後
の展開では、より効率的なストーリー、演出の検討を行う
とともに、展示形式について考察を行う。本研究で実験と
して取り入れたOculus Rift DK2について、応用の幅を考
察し、実験の結果によっては実際にドームを制作し映像を
投影する等、より効果的な展示方法を検討する。

参考文献
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1 背景と目的 
 近年、HMD やスマートフォンをもちいた仮想現実（以

下 VR）コンテンツが盛り上がりを見せ、ゲームや医療、

教育、住宅、産業などあらゆる分野での活躍が期待されて

いる。この理由の一つとしては、VR コンテンツの特長で

ある、2D の画面にはない没入感や、コンテンツに含まれ

る情報量の多さが挙げられる。また、VR コンテンツ内の

身体動作による操作という点においても、VR コンテンツ

の活用方法と同様に試行錯誤が為されている。VR コンテ

ンツの特長をうまく活かすためには、コンテンツの没入感

や臨場感を阻害せず利用者の意思に沿った操作を行うこ

とができるかどうかは、大変重要なことであると考えられ

る。そこで私は VR コンテンツの操作という点に着目し、

あらゆる分野のコンテンツを作る上でそれぞれに適して

いる操作を研究、考察し、それをコンテンツ制作に役立た

せることはできないかと考えた。 

本研究の目的は、デバイスによる没入感を阻害すること

なくVRコンテンツ内で動作が可能である身体動作の考察

と、それによる効果的な画面の遷移の考察を行い、ストレ

スのない VRコンテンツの制作を支援することである。ま

た、考察結果をもとにコンテンツ制作を行う。動作の考察

やコンテンツの制作にあたって、デバイスとしては、視点

操作のために HMDやスマートフォン、その他の身体動作

による操作には Kinectや Leap Motion などを用いる。 

2 VR コンテンツの制作 
現在、研究の導入として、身体動作による操作の中でも

移動という観点に絞り、HMDデバイス Oculus Rift を用い

た VRコンテンツ内での視点の移動、動きに関する研究と

コンテンツ制作を行っている。 

図１ VRコンテンツのキャプチャ 

このコンテンツは一人称視点のシューティングゲーム

であり、ステージを動き回りながら敵を倒すというもので

ある。このコンテンツの移動操作には、現実のある基準位

置から前後左右に頭、身体を動かした分だけその方向に等

速で動くという操作方法を採用している。基準位置から離

れるほど動く速さは早くなる。この操作方法により、従来

のコントロールスティックでの移動よりも自らが動いて

いる感覚が高まっていると感じられる。 

3 実験手法 
まず、HMDや Kinect、Leap Motion を用いて、歩く、ジ

ャンプするといったある特定の動作における指や手、腕、

頭、足、身体全体の動きをセンサーで捉え、データとして

蓄積する。複数の被験者のデータを取り、その動作におい

て最も重視すべき特徴的な動きを強調させた動作を、VR

空間内でその動作を行うための操作とする。その操作が本

当に違和感のないものか、没入感は損なっていないかの検

証、実験を重ね、操作のための動作を決定する。そしてそ

の操作が効果的に発揮できるVRコンテンツの考察をふま

え、いくつかの VR コンテンツを制作する。制作した VR

コンテンツに対しても、違和感がないか、没入感はあるか、

に加え、身体動作による操作に対して効果的なフィードバ

ックは行われているか、酔いはどの程度か、適したデバイ

スはどれか、などコンテンツごとに必要な評価項目を設け、

検証、評価する。 

また、スマートフォンのような普及率が高く、幅広いタ

ーゲット層に対して有効であるデバイスでの VRコンテン

ツも視野に入れるため、誰にでもわかりやすい画面の見せ

方についても検討を行う。 

4 方針と課題 
今後の方針は、移動という観点に絞り、歩行のモーショ

ンデータを集めて、身体動作による操作の検証、実験を重

ねていくことである。それを踏まえた上で、VR 空間上の

3D データを様々な視点から鑑賞できるようなコンテンツ

の制作を目指す。また、その他、手や足、身体全体を用い

た身体動作による操作の検証、実験、コンテンツ制作も行

っていく。 

課題点は、操作自体が快適に出来たとしても、その操作

がコンテンツに対し効果的かどうかや、そのコンテンツに

価値はあるかなど、コンテンツとしての評価を考えたとき

に操作性はコンテンツに対してどれほど影響するのかを

十分に検証しなければならないところである。 
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印刷媒体への映像投影を用いた広告表現に関する研究 

大目 貴之 石井 達郎 金 大雄 

九州大学 九州大学 九州大学 

xemohx@gmail.com tatsuro@design.kyushu-u.ac.jp dwkim@design.kyushu-u.ac.jp 

キーワード:   プロジェクションマッピング,	 広告表現 

 

1 はじめに 
	 近年、プロジェクションマッピングというものが広く一

般的になり、高輝度プロジェクターの普及や専用のソフト

ウェアの開発により、誰でも気軽に制作を行えるようにな

った。プロジェクションマッピングが有名になり始めたの

は、海外においては 2008 年の北京オリンピックから、ま
た日本国内では 2012年 JR東京駅でのイベントからだと言
われている。 
	 そのようなプロジェクションマッピング全盛の時代に

おいて、一般の鑑賞者の側からみても、建築物の壁に投影

を行うような形のものは、特に目新しくもなく、驚きとい

う部分で物足りなくなっているのが現状である。そこで、

本研究では、映像の投影対象を建築物ではなく、身の回り

にある印刷媒体に設定し、新たな表現方法を研究制作する。 
 

２ アプローチ 
	 印刷媒体に映像投影をすることによるメリットを考え

る。まず、もとから印刷されている情報に、映像によって

さらに情報を付加させることが出来る。これはもちろん文

字情報に加え、映像として動きを付加させることを前提と

している。本研究では印刷媒体に投影し動きをつけ、投影

していないときとの違いを見せることによって、「動かな

いはずのものが動くという驚き」を与えることが出来ると

考える。 
	 ここで問題として考えられることは、デジタルサイネー

ジとの区別化である。平面に映像投影することによって情

報を伝えるのであれば、デジタルサイネージでも十分では

ないかと思われる。しかしここで注目したいのは、デジタ

ルサイネージには、ディスプレイを囲むフレームが存在し

ているということである。これによってディスプレイ内の

映像とディスプレイ外の空間が隔てられ、より「映像」と

いう認識が強まっているのではないだろうか。建築物への

プロジェクションマッピングを例にとってみても、仮に壁

面にディスプレイのフレームが存在していると想像した

とき、鑑賞者が感じる驚きは大きく損なわれることになる

だろう。フレームがない部分に映像が流れること、また建

築物自体がフレームの役割を果たしていることによって、

プロジェクションマッピングは成立するのである。 
	 以上のことから映像投影を用いる際には、ポスターなど

印刷媒体の枠を無視した映像を用い、印刷面に動きを加え

ることによって、新たな情報と驚きを生み出すことが望ま

しいと考えられる。本研究では、この手法を取り入れた広

告表現を制作する。 

 
３ 制作内容 
	 印刷物に動きを加える手法として、静止画に用いられて

いるテクスチャを動かす、背景を動かす、新たに文字を付

け加えるなどが考えられる。それに加えて、NTTが開発し
た「変幻灯」という手法を参考にしていこうと考えている

（図１）。これは、静止画にモノクロの動き情報をプロジ

ェクターで投影することで動いているように見せている。

詳しく述べると、静止画像が動いているモノクロ動画から

モノクロ静止画像の差分を取ることによって、明るくなっ

た部分は白く、暗くなった部分は黒いモノクロ動画が生成

される。これを投影すると目の錯覚により、動いて見える

のである。 
	 このような手法を取り入れ、実験を繰り返し、動きをつ

けるのにふさわしい広告内容、映像内容を検証していく。 
 

 
 
４ 今後の展開 
	 今後は、上記のように実験検証を繰り返し、内容を決定

するとともに、映像投影を用いたさらに効果的な手法を開

発していこうと考えており、制作方針の大きな柱として、

①デジタルサイネージとの区別化を図る。②実用化に向け、

実際に街中への設置を想定する。ということを意識して制

作していく。 
	  
 
 
参考資料  
[1] NTT持ち株会社ニュースリリース「変幻灯」 
	  http://www.ntt.co.jp/news2015/1502/150217a.html 
 

図１：「変幻灯」のイメージ画像 
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プロジェクションマッピングを用いた空間演出の研究について 

 

南金山 裕美 趙 彦 

西日本工業大学 西日本工業大学  

ｎankinzan09@gmail.com choaun@gmail.com  

キーワード:  ジオラマ, 奥行表現,  プロジェクションマッピング 

 

1 はじめに 
 近年、様々な場面でプロジェクションマッピングが利用

されるようになった。この利用頻度の増加は、高いアピー

ル性と表現の可能性の拡大によるものである。広告効果を

高めるため、ほとんどが建物や壁などの大きなオブジェク

トを利用している。しかし、規模の大きなもののデメリッ

トとしてコストが高いこと、場所の確保の問題などが出て

くる。博物館などではよくジオラマを用いて、情景を再現

している。また、モデルハウスや建設予定の建物を模型で

再現することもある。これらの場面は限られた空間である

ことが多い。プロジェクションマッピングを利用すること

によって、小さな空間を大きく見せる効果を与える。効率

化できインパクトを与えることが可能である。本研究では、

小さく限られた空間をいかに広く大きく見せられるか、プ

ロジェクションマッピングを活用して検証していく。 

 
2 アプローチ 
立体物への投射は、立体物の形状を利用し、そこに奥行

要因を取り入れた映像を組み合わせることにより、奥行感

を増すことが可能である。これは、先に挙げた博物館や建

築模型におおいに活用できると考えた。奥行き要因を取り

入れることによって、視覚的な空間の拡大を試みる。ジオ

ラマは情景模型とも呼ばれ、その場面の情景を立体的に表

現したものである。動画を模型に投影することにより情景

の時間の流れなども表現可能である。 
 
3 ジオラマでの利用例 
 博物館などで展示物として利用する場合、映し出すシー

ンが現物に忠実でなければいけない。そのため、視覚を操

作する為の要因の利用方法が限られてくる。シーンに存在

するもののみを利用した奥行表現を試みる。また、小さな

ものにプロジェクションマッピングをする際、見る場所に

よって立体視できない場合があるので、ビューポイントの

検証も必要である。 

図 1 マッピング前    図 2 マッピング後 

4 検証 
これより実験に利用する模型のような立体物には、普段

我々が物を見るようにすでに透視図による奥行感が出て

いる。このことを利用した実験を進めていく。150mm×

100mmの画用紙を 2枚用意し、角度 90度の壁を作成した。

中央に立方体を設置し、実際の立体物への投射と映像内の

架空の立体との差を比較する。 
4-1 2 点透視図法を利用 
 模型の壁の下辺を延長した先の消失点を利用し、壁に 2
点透視図を利用した奥行感を出すことを試みた。今回は壁

の角度 90 度で行った。この段階ではかろうじて奥行を感

じるがまだ奥行要因が不十分であり、壁に線が描かれてい

るようにしか見えない。 

図 3 マッピング前    図 4 マッピング後 
4-2 2 面スクリーンへ街並みを投影 

3D ソフトを利用し、仮想の街並みをモデリングした。

実際の街並みを映すことにより、ジオラマとしてのイメー

ジをつかんでいく。次に CG モデリングを投影するためス

クリーンを 16：9 （160mm×90mm）にし、2 面用いて投

影を行った。ジオラマをイメージとした場合、正面より上

から見下ろす形が大半を占めている。ジオラマの模型部分

がフカンとなるので、背景スクリーンはアイレベルと同じ

高さに見えるよう、3D ソフト内のカメラの位置を

(x,y,z)=(-35,35,200) 回転なしで固定した。撮影用カメラを

対象より 800mm 高さ 400mm 離れた場所に設置した。 
マッピング用画像サイズ 3840×1080 pixel 

図 5 平面へのマッピング 
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図 6 角度をつけたマッピング 
 図 5 はスクリーン角度 0 で投影し、モデリングした画像

をそのままマッピングした。違和感はないが奥行感に変化

はない。図 7 はスクリーン角度を前面へ 120 度傾けた。ま

た、2 面にマッピングできるようソフト内のカメラを 2 台

設定し、2 面が繋がるよう調整した。中央への集束を感じ

るようになり、多少の奥行を感じるようになった。しかし、

地平線 (以下 HL) が直角に曲がってしまいシーンとして

の違和感が出てきた。 
4-3 3 面スクリーンへ街並みを投影 
 4-2 の実験より、スクリーン上下辺による中央への集束

を感じた。そこで中央への 1 点透視図を想定し検証をおこ

なった。4-2 での実験のスクリーンの中央に同じサイズの

面を一つ増やした 3面のスクリーンに投射することにした。

このことにより、中央に消失点ができ、さらなる奥行を感

じることができるのではないかと考えた。 
マッピング用画像サイズ 5760×1080pixel 

図 7 三面に比率を変えずマッピング 
 カメラを 3 台設定し、4-2 の実験同様にそれぞれのマッ

ピング画像が一致するよう調整した。左右スクリーンの底

辺が中央の消失点を繋ぐ透視線となった。しかし、１点透

視図での HL がスクリーンより上になっているので、左右

スクリーンの上辺・HL・底辺は同じ消失点に向かってい

る。HL を水平にするため、図 8 の 1 点透視図を用いて、

水平になる透視線（図 8 赤い横線）と HL が一致するよう

なイメージでマッピングを行うことにした。今回はスクリ

ーンの形状はそのままにし、マッピング画像を変形するこ

とにより、HL の調整を行った。 

図 8 中央を消失点とした 1 点透視図 

図 9 マッピング画像の変形 

図 10 HL の調整 
図 9 では、中央スクリーンの高さを下げ、左右スクリー

ン上辺が中央消失点への透視線となるようにした。この段

階では、HL はまだ水平とは言えないが、これ以上下げる

と中央スクリーンが小さく潰れた感じになってしまう。図

10ではHLは水平になっているが左右スクリーンからはみ

出た状態になっている。一致するようにスクリーンの調整

が必要である。 
 
5 まとめ 
 風景のマッピングを行う際、地平線の調整が重要である

と感じた。アート的なものでなく、建物など実際の風景を

マッピングするので、少しでも歪みがあると違和感が出て

来る。その点も踏まえた奥行表現が必要である。図 10 の

ように中央を消失点とすることで、地平線を水平に保つこ

とができた。しかし、左右スクリーンの街並みの調整など

が必要である。スクリーンの形状について実験したのち、

陰影などの要因につて触れていく予定である。 
 
6 参考文献 
[1]CAD CENTER「神戸ハーバータワー シアター映像展

示企画」＜http://www.cadcenter.co.jp/casestudy/visual/Viaul_ 
detail02.html＞2011 
[2]尾崎マサル，プロジェクション・マッピング入門，玄光

社,2013 
[3]定松修三,定松潤子,デザイン表示の図法と作図,オーム

社,1932 
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空間拡張による映像表現について 

奥行き感の表現要素を中心に 

大島 瑞幾 趙 彦  

西日本工業大学大学院 西日本工業大学  

mmmizuki999@gmail.com choaun@gmail.com  

キーワード:   奥行き,  プロジェクションマッピング 

 

1 はじめに 
	 近年プロジェクションマッピングはエンターテイメン

トやインタラクティブや広告など様々な方面で活用され

ており、プロジェクションマッピングの使用用途は多種多

様で色んな場面で見かける。プロジェクションマッピング

を行った時、平面にマッピングしただけでは奥行きは感じ

られず、貼り付いているだけにしか見えない。必然的要素

を用いた奥行きの知覚に関する論文は多々あるがデザイ

ン的要素を用いた奥行きの論文はあまり見ない。そこでデ

ザイン的要素を用いて限られた空間で最大限違和感なく

奥行きを持たせることができるのかを体系化するのを目

的とする。 
 

2 奥行きの要素 
2-1 デザイン的要素 
何かをデザインする際に意識的に構成することで奥行

きを感じさせることができる要素である。大きく分けて 7
つあり、まとまりの認識性、陰影のコントラスト、焦点透

視法、模様の間隔性、色彩の鮮明性、前後の位置関係、遠

近による大小の変化である。まとまりの認識性はバラバラ

に配置されたものだと、グループとしてみないが、ある程

度まとまりのある配置にすれば一つのグループとして認

識する。陰影のコントラストオブジェクトに対して影を落

とすことにより立体感を感じ、陰影のコントラストが強い

ほどオブジェクトの影が落ちている面に対して近くに存

在する。焦点透視法ある焦点に向かうことにより奥行きを

感じる。模様の間隔性手前にあるほど間隔が大きく、遠く

にあるほど間隔が小さくなる。色彩の鮮明性は近いものは

鮮明に映るが遠くにいくほど靄がかかり彩度が落ちる。前

後の位置関係複数のオブジェクトが存在している場合、後

ろにあるオブジェクトは前にあるオブジェクトよりも上

にあり、前にあるオブジェクトと重なっている部分が見え

なくなる。遠近による大小の変化は手前にあるオブジェク

トは大きく、遠くにあるオブジェクトは小さく見える。人

間の錯視現象はこのデザイン的要素によって起こるもの

であり、これを用いることで限られた空間を最大限広く見

せられることができるのではないかと考える。 
 

3 奥行きの感度 
	 奥行きの要素の効果の度合いを表すものである。画像や

動画を視認した際、奥行きを見る場合には多くの要素が共

存している。要素の数、種類にも奥行きの感度が変わって

いく。視認距離が近距離の場合、像の大きさにもよるが見

にくくなり必然的要素が働き、距離感を感じさせてくれる

が、一方、遠距離の場合、自然な立体感や臨場感が必要不

可欠となるが、そのためには遠近の大小の変化および色彩

の鮮明性を十分に取り入れる必要がある。 

	 	 	 	 	 	 	 図 1 奥行きの感度の比較 
図 1の左側は遠近による大小よりも焦点透視、模様の感覚
性、色彩の鮮明性の要素が強く反対に右側は遠近による大

小の変化の要素が強い。それぞれ奥行きの要素の感度が高

いものによって優先的に決まると考えられる。 
 
3 検証実験① 
	 次の図 2~5は奥行きを出すためのまとまりの認識性以外
の要素を全て入れたものである。カメラの焦点距離は初期

設定の 35mm、カメラから球体の距離が 80mm、直径約
260mmの球体を前から A,B,Cとし、カメラからの距離が A
が 80mm,Bが 160mm,Cが 240mmの条件で中心に向かって
一点透視のパースとし、どこまで奥行きが出せるのかを検

証する。マッピングするオブジェクトは正方形で平面より

前に飛び出している半球体を用いる。 

        図 2 左:奥行き 100mm 右:奥行き 300mm 
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奥行き 100mmはさほど奥行きが感じられず、100mmから
300mmになるにつれて奥行き感が大幅に増す。 

	 	 	   図-3 左:奥行き 300mm 右:奥行き 400mm 
図 2ほど奥行き感は増さないが多少奥行き感が現れる。 

図 4 左:奥行き 400mm 右:奥行き 500mm 
奥行き 400mmと 500mmでは奥行き感が変わらず、奥行き
を 19.69in 以上にしても変化がない。消失点が球体で隠れ
ているため壁が見えなくなるところから焦点透視と模様

の間隔性、色彩の鮮明性の変化が止まることから、この条

件の場合には奥行きを出すには 400mm が限界であること
が分かる。同じ条件であればカメラから球体の距離が変わ

ろうとも距離が 1に対して奥行きが 5の 1:5で表わすこと
が可能である。 
 
3 検証実験②  
	 検証実験①と同じ条件で奥行きの距離を 400mm とし、
パースペクティブについて検証した。検証実験①は中心に

向かって一点透視を行っており、検証実験②で一点透視の

消失点を移動させパースペクティブの変化をもたらした

パターン A,B,C,Dを作成した。パターン Aはマッピングし
ている対象物の角の頂点に合わせており、パターン Bは角
の頂点からずらしているものである。パターン Cはパター
ン A と B を混合させたもので左側だけ角の頂点に属して
あり、右側は属さないものである。 

              図 5 パターン A,B,C 
どこか角の頂点に属していれば奥行きを表現した際に

違和感を感じないが全ての角からずれているとオブジェ

クトからの奥行きが感じられなくなる。パターン A,B,Cを
考慮して 2点透視を基にしたパターン D1,D2を作成した。 

       図 6 左:パターン D1 右:パターン D2 
パターン D1はパターン A,B,Cより球の立体感が増した

がパターン D2 はあまり立体感が感じられない。パターン
D1 は二つの奥行きがあり真ん中が前方に出ていることに
よって、 球体も前方に出ていると感じてしまう。つまり、
投影物の中に凹凸を出すことで立体感を増幅することが

できる。 
 
7 まとめ 
物体の後方に消失点や壁があり、その物体で壁が全て隠

れると奥行き感に変化がなくなる。尚且つ投影物の角が全

てずれると投影物に対しての奥行き感がなくなる。投影物

の中に凹凸を作り出すことによって、任意の物体の立体感

を増すことが可能になることなどが分かった。今後は様々

な条件で行い、さらに限られた空間による奥行きの限界を

探っていきたい。これを体系化でき、その理論を用いれば、

その場でさまざまな空間の雰囲気を味わうことができ、博

物館の展示やバーチャルリアルなどにも応用することが

できる。 
 
参考文献  
[1] 高田英明(2007),”奥行き融合型立体錯視の解明と 3次元
表示への適用に関する研究”,pp.8~13 

[2] 古群唯希,Campana Rojas Jose Maria,小林孝治,平林真実
(2014),”プロジェクションマッピングのコンテンツに
おける視覚的認知効果を用いた演出技法の体系

化”,pp393=396 
[3] 長田晶次郎(1997),”視覚の奥行距離情報とその奥行き
感度”,pp.650~654 
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マスキング効果を利用した信号機のサイン音の制作 
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1. はじめに 
 

音は様々な情報を伝達するメディアであり，メッセージ 

性を持つサイン音[1]として利用され始めた.サイン音とは

視覚障害者に音を使って場所や方向を知らせるもので駅

の改札や出入口,ホームの階段等に設置されている(図 1) ． 

 

 

 

 

          

図１,駅内のスピーカー 

1975 年に身体障害者の利用を考慮されたバリアフリーに

関するレポートが学会を始め、世に出てきたため一般社会

に浸透し始める.2006 年バリアフリー新法の制定[2]によ

り公共空間の音による誘導が義務化された.これらにより

社会における音の重要性は高まっている．また，音に関す

る技術として有効とされるマスキング効果は，ある音を他

の音により遮蔽して騒音を聞き取りづらくする効果を指

し、2 つの音の周波数の差が小さいほどこの効果は大きい

と実証されている．そこで本研究では、マスキング効果[3]

を利用し、騒音時にも聞き取りやすいサイン音の制作を行

うとする。尚、本研究におけるサイン音は、アナウンス等

の言語情報は含まないものとする． 

 

２．先行研究と問題点 
サイン音には開始と設定、終了、警告の３つの情報があ

る,言語情報と非言語情報[4]の２分類に分かれている[表 1．

騒音対策として騒音として認知されにくい環境音を使い

高速道路でマスキング効果を使う騒音対策した事例があ

る[6]．救急車のサイレン、風の葉擦れ音など結果は音に対

するイメージや慣れの違いから予測と異なり騒音が気に

なるという結果であった．環境音自体が騒音と判断される．

このことからマスキングとして利用する音はサイン音が

発する場所によって適切なものが必要だと判断した． 

 

表１、 GUI，SUI における言語情報と非言語情報[4] 

 

３．研究方法 
本研究では，雑音の影響を直接受けやすい状況を想定し，

サイン音の設置場所を交差点の歩行者用信号機に限定し

た．実際の騒音を調査するため，警視庁の交通統計表によ

り、人と自動車の交通量の多い交差点[7]と少ない交差点の

生活音と信号機から流されているサイン音を収集・比較す

る．また，マスキング効果を利用した音源を制作し，実験・

検証をおこなう．  
 
４．今後の展開 
 現状のサイン音の問題点及び要望等の調査をおこなう.騒音

とマスキングのサンプルをビデオカメラで録音し、音楽制作ソフ

トを用いて調整、制作する.サンプルを作成し，アンケート調査

等により分析.実際に交差点にて検証をおこなう予定である． 

 
参考文献  
[1].日本サインデザイン協会，調査研究事業のご紹介/サイ

ン音に関する調査研究，http://www.sign.or.jp/，1996． 

[2].2006年に公布，施行．「高齢者、障害者等の移動等の円

滑化の促進に関する法律」．概要は「高齢者や障害者など

の自立した日常生活や社会生活を確保するためにバリア

フリー化を進めるための措置」である．国土交通省 Web

ベージ/バリアフリー法関連情報 

http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/barrierfree/ 

[3].樹木葉擦れ音の物理特性，小松 正史/他，大阪大学大学

院 工 学 研 究 科 ， 日 本 騒 音 制 御 工 学 会 ，

vol.24,No.4(2000)pp.268-276,2000 

[4].サイン音を用いた情報表示とそのデザイン，和氣 早苗，

同志社女子大学，ヒューマンインタフェースシンポジウム

2005，ヒューマンインタフェース学会，2005． 

[5].公共空間における音環境のユニバーサルデザインに関

する研究，船場, ひさお，論文，九州大学 2007． 

[6].環境音による騒音抑制，隅田 大地，福本 昌弘，高知

工科大学 情報学群，学士学位論文，2013 

[7].警視庁 Web ページ，交通統計表について，警視庁 交通

規制課 都市交通管理第一係， 

http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/toukei/ryou/ryou.htm， 

 

 GUI SUI 

言語情報 コマンド、ファイル名、

メニュー項目等 

言語音声 

非言語 

情報 

アイコン 

ウィンドシステム等 

サイン音 
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音と色の関係性による色聴情報の視覚化について 

カール・ジーツの色聴情報の中心に 

趙彦 濱里 茜  

西日本工業大学 西日本工業大学  

choaun@gmail.com gxa_kira@yahoo.co.jp  

キーワード:   色聴,  視覚化,  共感覚 

 

1 はじめに  

	 共感覚は一部の人に現れる現象であり、ある物理刺激に

対してその感覚器官以外に属するはずの感性反応を引き

起こす現象である。また、芸術家に多く見られ、共感覚を

持つといわれる芸術家の多くは視覚、聴覚をはじめあらゆ

る五感の働きかけから作品を作る人が多い。作品を作る人

は自らの感覚に頼ることは多いが共感覚者は実際に起こ

っている複数の感覚の結びつきから作品を作る点で非共

感覚者と異なる。本研究ではそのような共感覚の一種であ

る音を聴くと色が見える色聴と呼ばれる共感覚に焦点に

当て、彼らの感じている世界を可視化する。本研究では

1931 年色と音の関係について実験を行ったカール・ジーツ

の実験成果を基に数学的検証を行った後、共感覚者にアン

ケートと取り、実際の色聴者の見ている世界を可視化(ビ

ジュアライゼーション)し,それにより新たな表現方法・手

法を発見することを目的とする。	 

	 

2 色聴からみる音と色の関係性 

2-1 色聴者に対する実験結果	 

	 1931 年にカール・ジーツは 7 音階♭(半音下げ)・#(半音

上げ)の記号を用い、音と色の呼応について低音や高音を

響かせた部屋でカラーカードを1秒間見せるという単純な

実験を行った。結果は(表-1)のようになり、低音の場合カ

ラーカードの色は色相環上の隣接色となり、色相は青か赤

味を帯びて実際よりも濃い色に感じられ、高音の場合には

黄色味を帯び、淡く感じられるという結果になった。1 オ

クターブ高くなると、白を混ぜていくような感覚で、1 オ

クターブ高い「ド」は「ピンク色に近い色」、逆に、1 オク

ターブ低くなると、黒を混ぜていくような感覚、1 オクタ

ーブ低い「ド」は「赤みがかった茶色」と指摘している。	 

以上の結果をみてみるとドレミファソラシの半音上げ、半

音下げについては隣の色を混ぜ合わせたような結果にな

っている。実験の結果としてなかったラ♭の色だが、隣色

どうしを混ぜると淡い黄緑のようになることが予測され

る。以上の結果をみてみるとドレミファソラシの半音上げ、

半音下げについては隣の色を混ぜ合わせたような結果に

なっている。実験の結果としてなかったラ♭の色だが、隣

色どうしを混ぜると淡い黄緑のようになることが予測さ

れる。 

	 

表 1	 カール・ジーツの色聴者に対する実験結果	 

音階 実験結果の色 

ド 赤 

レ♭ 紫 

レ 菫色 

ミ♭ 淡青 

ミ 黄金 

ファ ピンク 

ソ♭ 青緑 

ソ 空色 

ラ♭ 不明 

ラ 冷たい黄 

シ♭ 橙 

シ 銅色 

	 

2-2	 音と色の共感覚的関係性	 

	 音と光は波の性質という同じ性質を持っている。本研究

ではそこに目をつけ波の性質から二つの関係性を導き出

した。異なる感覚器官である耳から受け取る振動という波

と目から受け取る光という波。まったく異なる性質の波で

はあるが、耳から入った振動という刺激である波は神経を

興奮させ電気信号に変換される。その際に電気信号は本来

向かうはずの音に関する領域だけでなく色に関する領域

に達したとも考えられる。同じ波の性質を持つである音と

光であるが通常音は 1 秒間の振動回数である周波数、光は

波の長さである波長で表される。光の波は音の波に比べ非

常に小さく通常の変換公式である【波長(m)=伝播速度

(m/s)/周波数(Hz)】では音の可聴領域は色の可視領域に収

まらない。本研究では色聴保有者を対象に行った実験であ

るカール・ジーツの実験結果と色聴者を対象に行ったアン

ケート結果と照らし合わせる。	 
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3 音（周波数）から色（波長）への変換 

3-1	 音について	 

	 人の可聴領域は 20Hz～20000Hz とされている。また音は

もっとも周波数の低いものを基音、それ以外のものを倍音

と呼ぶ。倍音とは周波数が整数倍の音の成分であり、音を

出せば必然的に生じるものである。基音に対する偶数倍の

倍音は同じ音階となり音程がきっちり整数で表される倍

音は、2 倍音、4 倍音、8 倍音等の整数オクターブとなる倍

音のみである。音の高さは，物理的には音波の基本周波数

で表され、音番 69 の A 音(ラ)を 440Hz とするのが現在最

も広く用いられている基準である。同じ音階である 1 オク

ターブ下(12 番下)の音番 57 は 220Hz，1 オクターブ上(12

番上)の音番 81 は 880Hz というように，1 オクターブ上が

るごとに周波数が 2 倍の関係になっている。そして音階は

12 音階に分けられており半音ずつ上がっていく。その為 2

の 12 乗根、即ち役 6％の違いによって音名がつけられてい

る。周波数 440Hz のラを基準とすると１2 音階の周波数は

(表 2)となる。	 

表 2	 光の波長と色の関係	 

音階 ラ シ♭ シ ド レ♭ レ 

周波数 440.0 466.2 493.3 523.3 554.4 587.3 

音階 ミ♭ ミ ファ ファ# ソ ソ# 

周波数 622.3 659.3 698.5 740.0 784.0 784.0 

	 

3-2	 色について	 

	 色は、可視光の組成の差によって起こる視知覚たる色知

覚、および、色知覚を起こす刺激たる色刺激(光線)を指す。

また、可視光線とは電磁波のうちヒトの目で見える波長の

ものであり可視光線に相当する電磁波の波長の下界はお

およそ 360-400	 nm、上界はおおよそ 760-830	 nm でる。可

視光線より波長が短くなっても長くなっても、ヒトの目に

は見ることができなくなり、下界より短い波長を紫外線、

上界よる長い波長を赤外線と呼ぶ。光の波長と色の関係に

ついては(表 3)のようになる。色を説明する場合に、様々

な色彩理論を集合的に概説する場合があり、代表的なもの

に三原色と反対色性がある。補色は補色残像と呼ばれ、あ

る色をしばらく見つめた後、その色を視界から消去すると、

視覚上にはその補色が残像として残る現象である。以上の

点を踏まえて以下の音と色の変換を行う。	 

表 3	 光の波長と色と補色の関係	 

光の色 紫 青 緑青 青緑 緑 

波長(nm) 380～435 435～480 480～490 490～500 500～560 

補色 黄緑 黄 橙 赤 紫赤 

光の色 黄緑 黄 橙 赤 紫赤 

波長(nm) 560～580 580～595 595～605 605～750 750～780 

補色 紫 青 緑青 青緑 緑 

	 

3-3	 環境を考慮した音から色への変換	 

先に示した通り音は周波数で表され、色は波長で表される。

色と音を比べる際に同じ値にしなければならない、よって

周波数から波長に変換する。通常、周波数から波長への変

換公式は【周波数(Hz)＝伝播速度(m/s)÷波長(m)】で求め

られる。周波数や波長は音階や色によって決まったもので

あるが伝播速度は環境によって大きく変化するものであ

る。本研究では聴覚で感知した瞬間の音の周波数から計算

するものであり距離に伴う音の弱まりなどは考慮してい

ない。加えてカール・ジーツの実験結果と比較を行った。

結果はあまり一致する点は見られなかった。この結果を受

けて色聴は脳の働きによるものなので脳内での変換が大

きく関わっているのではないかと推測される。筋紡錘の環

ラセン終末の分類はⅠa とされておりどちらも神経線維の

太さは直径 15(μm)で伝導速度は 100(m/s)である。鼓膜に

振動が伝わり、脳内で情報処理される為ここでは以上の点

を踏まえて一般的に言われる平均伝導速度を使用した。以

上を踏まえた式が【波長＝伝播速度÷(周波数×n)】であ

る。n は倍音であり同じ音階に値する 2 の倍数を閾値に達

するまでかけた。以上の式から各音階の周波数を波長に置

き換え、カール・ジーツの実験結果と照らし合わせると(表

4)となる。	 

	 

表 4	 神経線維の平均伝導速度を利用した周波数から波長

への変換	 

音階 色 波長 比較結果 

ド 赤 729 一致 

レ♭ 赤 688 不一致 

レ 赤橙 649 補色 

ミ♭ 橙 613 補色 

ミ 黄 578 一致 

ファ 緑 546 補色 

ファ# 緑青 515 一致 

ソ 青 486 一致 

ソ# 青緑 459 不明 

ラ 紫 433 補色 

シ♭ 濃紫 409 補色 

シ 濃赤 722 一致 

	 

参考資料、参考文献：	 

[1]「色彩心理学入門」大山正.	 

[2]『音のなんでも小事典』日本音響学会編.	 

[3]『脳のなかの万華鏡:	 「共感覚」のめくるめく世界』シ

トーウィック,	 リチャード・E.	 

[4]『共感覚者の驚くべき日常:	 形を味わう人、色を聴く人』

シトーウィック,	 リチャード・E.	 
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Trio Dialogues: 身体動作と演奏音に反応するインタラクティブ映

像演出を用いたコンテンポラリーダンス作品 

中安 翌 佐成哲夫 谷本 仰 

金沢美術工芸大学 sanaridance ヴァイオリン奏者 

akira@nakayasu.com   

キーワード:   インタラクティブ映像、舞台芸術、openFrameworks 

 

1 はじめに 
	 センサーを用いて身体動作などに反応するインタラク

ティブな演出手法は、コンピュータテクノロジーの発達と

ともに登場し、演劇やダンスなどのパフォーマンス作品や

コンサートの演出のように、空間演出を伴う表現として

様々な作品に用いられるようになってきている。[1][2][3]	  
	 本論文では、openFrameworksを用いて身体動作と演奏音
に反応するインタラクティブ映像演出システムを開発し、

コンテンポラリーダンサー、即興演奏者とコラボレーショ

ンしながら制作したコンテンポラリーダンス作品「Trio 
Dialogues」を紹介する。上演を前提とした映像演出システ
ムの開発過程、観客からのアンケート評価を考察すること

で、舞台芸術の演出手法としてのインタラクティブ映像演

出の可能性を探る。 
 

2 コンテンポラリーダンス作品の制作 

2.1 石川ダンスフェスティバル 
	 今回の作品「Trio Dialogues」は、2015年 5月 16日（土）
に行われた石川ダンスフェスティバル[4]の参加作品とし
て発表した。石川ダンスフェスティバルでは金沢市民芸術

村を会場として 7 つのパフォーマンスが行われた。「Trio 
Dialogues」は金沢市民芸術村ミュージック工房を会場とし
て上演。ダンスは佐成哲夫、宝栄美希、崎山莉奈。演奏は

谷本仰。インタラクティブ映像演出を中安、映像操作を岩

井美佳が担当した。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 1. Trio Dialogues舞台写真① 

2.2 舞台設計 
	 今回のパフォーマンスでは、ダンサーの動きと映像の関

係をわかりやすく表現するために、舞台床面に映像を投影

する方法を選択した。身体動作検出用の赤外線カメラは舞

台上方の梁に設置。プロジェクターは、梁の影を避けるた

めに斜め上方から投影する方式とした。（図 2） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 2. 舞台概略図 

2.3 作品構成 
	 今回用いた全ての映像はプログラムによってインタラ

クティブに生成されるものであるため、テスト段階のデモ

映像をダンサーである佐成に提示し、中安と佐成でディス

カッションしながら構成を組み立てた。演奏者である谷本

は、実際の会場での映像とダンス実験の様子をもとに演奏

を組み立てた。図 3は作品構成に沿ったインタラクティブ
映像演出の流れを示したものである。上演時間は 45分。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図 3. 作品構成とインタラクティブ映像演出の流れ 
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3 インタラクティブ映像演出システム開発 

3.1 システム設計 
	 全体のシステム概略を図 4に示す。身体動作と演奏音を
解析して映像を生成するプログラム（以降、メインプログ

ラム）は openFrameworksを用いて開発しているが、床面
投影のマッピング処理に関しては VJソフトウェアである
Resolume Arena 4 [5]の機能を利用した。また、シーン毎の
パラメータの切り替えは、タイムラインインターフェース

で OSC (Open Sound Control) を制御できるソフトウェア
Vezér [6]を利用した。Vezérを用いることで自作プログラ
ムの複雑なパラメータを制御して上演することができた。 
 
 
 
 

図 4. システム概略図 

3.2 メインプログラム実装 
	 メインプログラムには、図 3のインタラクティブ映像演
出を実現するために「ダンサーの位置検出」「物理シミュ

レーション」「演奏音の大きさの解析」「流体シミュレーシ

ョン」などの機能を実装している。これらの機能は

openFrameworks（バージョン 0.8.4、Mac OSX 10.9）の基本
機能をベースに、7 つのアドオン（ofxOpenCv、ofxCv、
ofxBox2d、ofxFlowTools、ofxOsc、ofxSyphon、ofxGui）を
追加して利用している。これらの機能を 1つのプログラム
内で切り替えて動作させるために、4 つのモードを用意し
ており、図 5はその内の 2つのモードを示したものである。
それぞれのモードでは、パラメータを変化させることで映

像表現を変化させることができ、外部アプリケーションか

ら OSCによって制御することもできる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   (a) 物理シミュレーション	   (b) 流体シミュレーション 

図 5. メインプログラム画面 

4 アンケート評価と考察 
	 上演後、観客に対してアンケート調査を行った。観客動

員 33名。アンケート回収 23名（10歳〜64歳、男 11女 12）。
アンケートでは「インタラクティブ映像演出についてどの

ように思うか」「作品に対する感想」の２つの質問に対し

て自由な形式で記述させた。 
	 回答では「映像が動きや音に呼応するのが面白い」「波

の画像はせつなくて涙が出そうになった」「音楽とダンス、

映像が有機的に関わりあってすばらしい」のように高く評

価する感想の一方で、「よくわからない」「ひとりよがりの

部分が多い」のように否定的な感想もあった。回収したア

ンケートの内容を分析した結果、否定的 4、好意的 6、高
い評価 13であった。 
	 鑑賞者が直接体験できるインタラクティブアート作品

とは異なり、観客と演者がはっきり分かれた舞台作品にイ

ンタラクティブな表現を用いる場合、観客自身は体験せず、

パフォーマーの行為を間接的に鑑賞することが前提とな

る。今回は全ての映像演出にダンサーの動きや演奏音に反

応するインンタラクティブな表現を用いた。アンケートの

回答から、観客から見ても映像が身体動作や演奏音に対し

てインタラクティブに反応している様子が理解できてい

た。さらに、アンケートの半数以上からインタラクティブ

映像が効果的な演出として作用していたとの感想を得る

ことができた。今後も作品表現としてより高いレベルに達

するために、継続して作品制作、発表を行っていく。 
 
謝辞 
	 本研究は金沢美術工芸大学教員研究費（奨励研究）の助

成を受けている。また、本作品制作には石川ダンスフェス

ティバル代表宝栄美希氏、金沢市民芸術村、株式会社金沢

舞台、宮向隆氏、𡈽方大氏の協力を得た。ここに記して感

謝する。 
 
参考文献  
[1] true/本当のこと, http://re-marks.ycam.jp/2007/true/. 
[2] Perfume's Amazing Digital Light Show at Cannes Lions, 

https://www.youtube.com/watch?v=GOUcCrjiOu0. 
[3] Pixel-extraits, https://vimeo.com/114767889. 
[4] 石川ダンスフェスティバル, http://hokurikudance.link. 
[5] Resolume Arena 4, https://resolume.com. 
[6] Vezér , http://www.vezerapp.hu. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
図 6. Trio Dialogues舞台写真② 
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音楽教育における創作領域の充実に関する研究 

— インタラクティブコンテンツによるきっかけづくり — 

西村 俊哉 金 大雄          石井 達郎 

九州大学 九州大学          九州大学 

1ds10182r@gmail.com dwkim@design.kyushu-u.ac.jp          tatsuro@design.kyushu-u.ac.jp 

  

キーワード:   音楽教育,  インタラクティブ 

 
1 はじめに 
 本論文では、現在の音楽という科目における“創作”という

領域の充実に関する研究について述べる。 研究内容として、

子供達が自発的に音楽を創作できるインタラクティブコンテン

ツを制作し、今後の音楽教育においてどういった教育的指導

が適切かを考察していく。以下、その流れについて解説して

いく。 

 

2 研究背景 
 文部科学省によると学校音楽は表現と鑑賞の二領域の学

習活動によって展開されており、更に表現の中に歌唱、器楽、

創作という各分野が存在している。 

 このように領域が分かれている現在の音楽教育の問題点と

して、歌唱・器楽の技能面に比重が置かれており、創作に関

しては充実した教育がなされていない、ということが挙げられ

る。関連研究では「学習のほとんどは歌唱または器楽であり、

創作学習の経験は皆無であった。」という結果がでており、ま

た、領域別アンケート調査では、他の項目に比べ「歌や曲を

作ること」を肯定的に答えている学生は約半数に留まってい

た。（図１参照） 

 このような現状の原因として、指導プロセス、活動の発展性

の難しさ、評価方法の不明瞭さ、敷居の高さなどが挙げられ

る。しかし、創作の内容には作曲だけでなく、音遊びのような

感覚的なものも含まれているため、理論的教育だけでなく、も

っと直感的に表現する経験をあたえれば、創作という領域を

自発的に楽しめるきっかけになるのではないかと考えた。 

 

図１ : 音楽教育における領域別アンケート[1] 

 

3 研究目的 
 本研究の目的としてまず、こどもたちが楽しみながら自発的

に音楽を創作できるきっかけづくりのためのインタラクティブコ

ンテンツを制作する。手や体を動かすことで更に実際に子供

達にコンテンツに触れてもらい、直感的に音を表現する経験

やきっかけを元に、今後どういった教育的指導が適切かを考

察していきたい。  

 

4 参考事例 
「Light Ball Orchestra/光のボールでオーケストラ」 teamLab 

 

 

図 2 : 実際の作品展示の様子[3] 

 

 この作品は、チームラボが子供達の共同的で独創的なアー

ト体験を実現するために制作したものの一つである。 

 広い室内に、叩くと色が変わったり音が鳴ったりするボール

が置かれており、子供達は同じ空間で身体全体を使いなが

ら大小様々なボールに触れることで、共同で空間の色を変化

させ、音楽を自由に奏でることができる。 

 この作品の目的は、子供達の空間把握力や協調性を養うこ

ととされており、広い空間を使い子供達の感性を刺激してい

る点は非常に参考になった。しかし音楽に特化しているという

訳ではなく、どちらかというと視覚的に楽しむ要素が強く、ラン

ダムに音が発生するだけでは音楽を作っているという感覚を

得ることは難しいと感じられた。よって本研究における作品で

は、より具体的な音色の選択ができるような機能を用意し、創

作ツールとしての充実を図る。 

 

5 コンテンツ 
5.1 概要 

 制作物の内容として、楽しいだけで終わるのではなく、創作

領域の学習に繋がるものを目指したいと考えている。また、取

り入れたい要素として、次の３つを想定している。 

1.) より楽しく、印象的な経験を与えるために広い空間で体

を動かせること。 

2.) 単調なアクションで終わるのではなく、音の高さ、音色を

こどもが具体的に選択できる。 

3.) 創り上げた音楽、時間を保存できる。 

 これらを実現し、音楽、音を自分で創り上げている感覚を子

供達に与えたいと考える。 
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5.2 コンテンツ設計 

 現在、子供達が声と体の動きで映像上の木を育て、その過

程で音楽を創作していくコンテンツを構想中である。何もして

いない最初の状態は、小さな木の芽が生えているだけである。

基本的にスクリーンに投影される映像を見ながら、子供達は

音楽を奏で、木を育てていく。（図 3 参照） 

 
図 3 : コンテンツの外観イメージ 

 

 kinect とマイクを入力装置とし、室内のスクリーンに子供達

の挙動を反映させる。メインとなる４つの機能を以下に示す。 

 

1.) 音の創作 - マイクに向かって声を発する（図 4 参照） 

 

 
図 4 : 音の創作機能のイメージ 

 
 マイクが子供達の声を拾うと、声を木の実のビジュアルイメ

ージに変換し空から降らせる機能。実に触れると録音した声

を加工した音が鳴り、木にひっつく。 

 

2.) 演奏 - 木の実に触れる（図 5 参照） 

 

 
図 5 : 演奏機能のイメージ 

 

 降ってくる木の実に触れると、その実が木にひっつく。実の

色や大きさに応じて音が変化する。このアクションで、木を育

てていく。 

 

3.) 演奏の再生 - 木に触れる（図 6 参照） 

 

図 6 : 演奏機能のイメージ 

 木に触れると木が震えて実がついていった過程をもう一度

みることができる。つまり演奏を再生し、聴くことができる。 

 

4.) リセット - スクリーンの前を走る（図 7 参照） 

 

図 7 : リセット機能のイメージ 

 

 スクリーンの端から端までを複数人で走ると風が吹き、木の

実が吹き飛び、木の実が落ちる。演奏していた木が元に戻り、

最初の状態になる。木は芽に戻るが、実がついた状態（演

奏）は別の形で保存される。 

 

5.3 システム及び制作ツール 

 前述の通り、この作品はマイクによる音声入力と kinect のモ

ーションキャプチャにより子供達の挙動を取得する。制作に

関しては、Max/MSP と openframeworks を連携させ、処理を

PC 間で分割することにより、よりスムーズなシステム構築を狙

う。(図 8 参照) 

OSC通信
Kinect, マイクからの情報送信

PC1：入力情報の制御 PC2：情報を元に描画

Kinect, マイクから
子供達の動き、声の
情報を取得

描画データをプロジェクターへ

	 
図 8 : システムイメージ 

 

4 まとめ 
 本論文では、音楽教育における創作領域の改善のための

研究について述べてきた。現在コンテンツを制作中であり、

完成後には実際に子供達に体験してもらい、アンケート調査

等による評価を得る予定である。 

 また今後の展望として、今回の制作や調査から考察を行い、

創作領域における新たな教育的指導のガイドラインを提案す

ることで、更に充実した学習を実現していきたい。 

 
参考文献 
[1] 畠澤 郎「わが国における音楽教育の課題」椙山女学園   

大学教育学部紀要 5:241〜250 , 2012 

[2] 藤原 克也 「創る喜びを味わわせ、表現力を培う創作活

動の工夫ーコンピュータを使った作曲活動を通してー」三和

町立高蓋中学校  

[3] チームラボ / teamLab HP http://www.team-lab.com 
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画像から絵描き歌を自動生成するシステムの開発  

 

藤代夏未 菊池司  

東京工科大学メディア学部 東京工科大学  

M0112362d1@edu.teu.ac.jp kikuchitks@stf.teu.ac.jp  

キーワード:  似顔絵,  絵描き歌,  コミュニケーションメディア 

 

1 はじめに 
 顔は最大のコミュニケーションメディアであり，人の手

で撮影された顔写真（映像）も人の手によって描かれた似

顔絵も，コミュニケーション顔メディアの意味では互いに

地続きで区別はない [1] ．このことから似顔絵は近年，10
代から 20 代の利用率が 6 割を超え，60 代まで幅広い年齢

に利用される SNS やメッセンジャー，そしてゲーム，ブ

ログ，名刺などコミュニケーションを発展させる様々な媒

体に使用されるようになった [2] ． 

  一方，同様のコミュニケーションメディアに，幼児や低

学年の子供でも理解のでき，児童同士でも使用可能な「絵

描き歌」がある．絵描き歌とは，音楽と絵が直結した日本

特有の総合的な遊びであり，絵のパーツを一つ一つ歌いな

がら描くことで完成を予想しながら描く遊びである． 

そこで本研究は，最大のコミュニケーション顔メディア

を利用した「似顔絵」と，人の手で描かれる「絵描き」を

掛け合わせ，顔写真を使いその画像から絵描き歌を自動生

成することで，年齢を問わず使用することができるコミュ

ニケーションツールを提案する． 

 

２ 関連研究 
 似顔絵とは，相手に対して抱いている印象をより具体的

な形として表現をする．現在では表現や用途が多様化し，

大衆に根付いたメディアになっている [3] ．人物の顔をモ

チーフとした絵には，肖像画，似画，役者絵，漫画，風刺

画，戯画，人物画，似顔絵など，様々な呼び方が存在して

いるが，特に顔に焦点を当てた絵を似顔絵と捉え，写実的

で記録のために描かれた肖像画とは逆に，人間味を捉えた

誇張的な表現を似顔絵と中洲 [3] は定義している．これら

から，本研究では対象人物を「その人たらしめる」表現で

あり，人間味があることが似顔絵であると考え，以下の定

義付けを行った． 

A. 特に顔に焦点を当てた絵である 

B. 対象の人物を「その人たらしめる」表現である 

C. 肖像画と方向性が逆である 

似顔絵が似ているかの判断は，絵を閲覧する側の人間の感

性で判断するものとする． 

 絵描き歌とは，音楽と絵が直結した日本特有の総合的な

遊びである．絵のパーツを一つ一つ歌いながら描くことで

完成を予想しながら描くため創造的な感性が養われる遊

びであり，完成画に仲間の賞賛を得られた時により満足感

や充実感を子どもは覚える．そして,「合意に基づくルール

の厳守，共同作業におけるパートナーシップ，そしてこれ

らの行動に示される持ち前，徳としての公正な態度や精

神」が絵描き歌の最大の特徴であり約束事となっている 
[4] ．これらを踏まえ，本研究では絵描き歌を「絵の書き

方を歌詞にし，指示通りに描くと絵が完成するもの」とす

る．最も有名な絵描き歌「へのへのもへじ」を参考に，抑

揚が強いものも絵描き歌とする．よって以下の定義づけを

行った． 

A. 理解のできる表現活動の範囲である 

B. 線描きで描くことができる 

C. 歌がある 

D. 創造のイメージで描写をしない 

全年齢対象のコミュニケーションシステムの生成を目指

すため，児童にも理解できる程度の言葉遣いを選ぶことと

する． 

 

３ 絵描き歌の分析 
 本研究の絵描き歌の分析調査の対象として文献 [4] に
基づき，児童にも理解と描画が可能なキャラクターや動物

の絵描き歌を用いた．これにより，大きな特徴として，歌

詞は基本的にワンパーツ・ワンフレーズであることを導き

出した．そのフレーズ内で追いつく程度の描写である．こ

れらが幾つも連なることで構成され，絵描き歌となる．稀

に，目と鼻，耳と輪郭など，絵全体を見て近くに隣接する

パーツや連なるパーツは一つの歌詞で同時に表現される

場合がある．歌詞の中には，モノやカタチで表現しきれな

い描画は擬音（ザーザー，ギザギザ，ニョロ，ツルンなど）

や感情表現（ビックリ，キャー，ニッコリなど）で表し，

直接的な表現がないまま描写が進むこともある．そして，

描写をする正確な位置や大きさは，歌詞からは読み取れな

いことが多い．したがって，歌を聴くだけでは理解をする

のが難しく，描写をすることができないことが判明した．

そのような場合の多くは，歌詞の最後に「ネタばらし」を

する．これらのことから，絵を描いている最中は，対象で

ある絵の想像とは別の観点から歌詞が作られていること

を示している．歌詞には，一つのカタチに様々な表現があ

る．たとえば，丸にはお皿，豆，池，およびボールなどの

表現があり，三角には山，草，舌，とんがりなどがある．

これらを組み合わせて，歌詞は構成されている． 
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４ 素材からなる似顔絵の生成 
 人体の顔で特徴が出やすいパーツである顔部品を，6 種

類（目，眉，鼻，口，輪郭，耳）（図 1，2，3）に分類し，

描画を行った．目は 3 種類に分け 9 分割し，計 27 種類に

分類した．輪郭，眉，鼻など同様にパターン分割を行った． 

 

 

図 1．普通目の分割詳細（左目） 

 

 

図 2．つり目の分割詳細（左目） 

 

 

図 3．垂れ目の分割詳細（左目） 

 

 

顔画像を用いて制作した画像を当てはめて，似顔絵の生

成を行った（図 4）．耳，髪（もみあげ）は，画像から詳細

パーツとして付け足したことを断っておく． 

 

 

図 4．顔画像と似顔絵パーツによる描画との比較例 

 

５ まとめと今後の課題  
 本研究では，顔画像から素材パーツを選択し，組み合わ

せ生成した似顔絵を絵描き歌にするシステムによって，新

規性のあるコミュニケーションツールを開発する予定で

ある．現在，似顔絵と絵描き歌の定義づけを行い，定義に

沿った似顔絵の生成を行った．今後は，これらの似顔絵か

ら歌詞付けを行う予定である．具体的な定義が無いため，

引き続き絵描き歌の歌詞分析を継続し，絵から歌に変換す

る際の特徴を抽出する．そして，歌詞にメロディを付け，

絵描き歌の生成を行う．メロディに関しては，既存の童話

や抑揚の強調など，メロディ分析に対し理解を深めること

が課題である．また，メロディ生成において作曲ソフト，

および歌声合成ツール UTAU の使用を検討している． 

 

参考文献 
[1] 輿水大和：“似顔絵という顔メディアとコミュニケーシ

ョン”，電子情報通信学会技術研究報告，HCS，ヒュー

マンコミュニケーション基礎 105(385)，pp.15-20，
（2005）． 

[2] 宮下綾：“第 14 回全国消費価値観調査（CoVaR）結果”，

株式会社 I&S BBDO 広報グループ，（2014）． 
[3] 中洲俊信：“似顔絵制作における誇張表現の分析および

コンピュータ支援システムの開発”，東京大学大学院学

際情報楽譜学際数理情報学コース，博士学位論文，

（2009）． 
[4] 島崎篤子：“「保育音楽」の授業における絵描き歌”，岩

手大学教育学部附属教育実践研究指導センター研究紀

要，第 11 号，pp.147-161，（2001）． 
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スマートフォンでの振舞いに基づいた商品閲覧リストの最適化 

顔 洪 牛尼剛聡  

九州大学芸術工学府 九州大学芸術工学研究院  

3DS13013N@s.kyushu-u.ac.jp      ushiama@design.kyushu-u.ac.jp  

キーワード:  オンラインショッピング,  振舞い,  リスト最適化 

 

1 はじめに 
 近年，スマートフォンを利用したオンラインショッピ

ングが一般化した．Amazon 等のオンラインショッピング

サイトにおいて，ユーザは、検索機能を利用して求める商

品を絞り込む．しかし，膨大な商品情報が存在するため，

検索結果として返される商品は数百〜数千件となること

が多く，ユーザが全ての商品について，詳細を確認するこ

とは現実的ではない．特に，スマートフォンの小さい画面

上で，商品の情報を確認する際には，一つ一つの商品の情

報を閲覧するコストが大きく，ユーザの購買意図に合致し

ない商品が多く混在すると，ユーザの購買意欲を低下させ

る可能性が高い． 

上記の問題を解決するために，ユーザが商品リストを閲

覧する際に，ユーザの購買意図に適する商品を優先的に提

示することによって，商品を効率的に選別できるようにす

ることが重要である．本研究では，スマートフォン上での

ユーザの振る舞いに基づいてユーザの購買意図を推定し，

推定した購買意図に基づいて，スマートフォン上で効率的

に商品の選別が可能となるような商品リストの最適化手

法を提案する． 

本手法では，オンラインショッピングサイトにおいて，

既に確認した商品に対するユーザの評価を推定し，それに

基づいて，商品リストの未閲覧部分において，ユーザの購

買意図が高いと予想される商品を上位に提示することに

より，ユーザが効率的に商品を選別できるようにする．提

案手法の概念図を図 1 に示す． 

２ 提案手法 

ユーザの購買意図を推測するために，ユーザが閲覧した

商品に対する評価を取得することが必要である．しかし，

個々の商品に対する評価をユーザが明示的に評価するの

はユーザに負担がかかるため，現実的ではない．そこで，

本研究では，閲覧している商品に対するユーザの購買意図

が，ユーザがスマートフォンに対する操作時の振舞いに反

映されると考え，閲覧した商品に対する評価を推定するた

めの指標として振舞いを利用する．ユーザの閲覧の振舞い

を表すために利用する特徴量としては様々なものが考え

られるが，今回は，閲覧時間とスワイプ速度を利用する．

我々は，ユーザが個々の商品を閲覧する振舞いを教師あり

学習である SVM を利用する． 

次に，商品リストの最適化手法を述べる．本手法では，

商品𝑝𝑖の特徴ベクトルを𝒇𝒊 = (𝑣𝑖1, 𝑣𝑖2, … , 𝑣𝑖𝐿)と表現する．𝐿 

は全ての商品特徴の数を表す．ここで，𝑣𝑖𝑗は商品𝑝𝑖の特徴

𝑎𝑗の有無を表す．商品𝑝𝑖が特徴𝑎𝑗を有する場合は𝑣𝑖 = 1とな

り，有さない場合は𝑣𝑖 = 0となる．さらに，ユーザの購買

意図を対象とするユーザの購買意図𝒓 = (𝑤1, 𝑤2, … , 𝑤𝐿)と

表記する．ここで，𝑤𝑖は特徴𝑎𝑖に対する重みを表す．さら

に，ユーザの購買意図𝒓に対する商品𝑝𝑖のユーザに対する

適合度はコサイン相関値𝑠𝑖𝑚(𝒇𝒊, 𝒓)で表す．  

いま，ユーザの購買意図を表すベクトル𝒓が与えられ，

商品リスト𝐿𝑖𝑠𝑡(𝑃, 𝑜𝑟𝑑𝑒𝑟)に対して，既読部分の商品集合を

𝑃𝑟とするとき，未読部分に含まれる商品集合𝑃𝑢 = 𝑃 − 𝑃𝑟か

ら構成される商品リストを最適化することを考える．本手

法では，購買意図𝑟と商品との適合度に基づいて𝑃𝑢のリス

トを構成する．具体的には，以下の順序集合𝑜𝑟𝑑𝑒𝑟𝑠𝑖𝑚を考

え，これに基づいてリストを構成する． 

𝑜𝑟𝑑𝑒𝑟𝑠𝑖𝑚(𝒓) = {(𝑝𝑖 , 𝑝𝑗)|𝑠𝑖𝑚(𝒇𝒊, 𝒓) ≥ 𝑠𝑖𝑚(𝒇𝒋, 𝒓)} 

本手法では，ユーザの購買意図𝒓を，商品集合𝑃𝑟に含ま

れる商品の特徴の頻出パターン集合𝐹𝑃(𝑃𝑟)を用いて，以下

の式に基づいて推定する． 

𝒓 =
𝛾

|𝐹𝑃+|
∑

1

𝑟𝑎𝑛𝑘(𝑎𝑠, 𝑃𝑟)
∗ 𝒇

𝑎𝑠

𝑎𝑠∈𝐹𝑃+

−
𝛿

|𝐹𝑃−|
∑

1

𝑟𝑎𝑛𝑘(𝑎𝑠, 𝑃𝑟)
∗ 𝑓

𝑎𝑠

𝑎𝑠∈𝐹𝑃−

 

ここで，γとδはパラメータを表している．𝐹𝑃+，𝐹𝑃−は，

それぞれ𝐹𝑃+ = 𝐹𝑃(𝑃𝑟
+)，𝐹𝑃− = 𝐹𝑃(𝑃𝑟

−)を表す．この式で

は，頻出属性パターンのサポート値に基づいて，頻出属性

パターンの順位𝑟𝑎𝑛𝑘(𝑓𝑝, 𝑃𝑟)を計算し，その順位に基づい

て，頻出特徴の重みを決め，そのランクによって対応する

頻出属性の値を与える．これは直観的には，未読リストに

含まれる商品に対して，購買意図𝒓との適合度が高い商品

がリストの上位にくるようなリストを構成することを意

味する． 

3 評価 

 提案手法の有効性を評価するために，被験者実験を行っ

た．その結果，提案手法により構成されたリストは，売上

順によるリストや，単純な適合フィードバックを利用した

リストよりも，高い適合度を有することが示された． 

図１. 提案手法の概念図 
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uPuppets: デジタルファブリケーションによるパペットロボットの製

作 

久恒 泰地  富松 潔  

九州大学芸術工学府  九州大学芸術工学府 

taichi.hisatsune@gmail.com  tomimatu@design.kyushu-u.ac.jp 

キーワード:   デジタルファブリケーション,インタラクションデザイン,テキスタイルデザイン,遠距離コミュニ
ケーション 

 

1 背景 
	 デジタルファブリケーションとは,3D プリンター,レー
ザーカッターを始めとする機器を使用して,デジタルの情
報を物質化することによってものづくりをする新しい製

作手法である．従来は大企業などでしか扱うことのできな

かった機械を個人単位で使えるような形に改良すること

で,実現の難しかったアイデアを形にすることが可能にな
った．  

2 目的 
	 ファブリケーション機器は主に 3Dプリンター,レーザー
カッター,ミリングマシンが存在するが,これらで何を作る
ことが可能かに関しては未だ発展途上であり,考えられて
いない余地も多い.今回私は,これら機器を用いてパペット
ロボット,uPuppets を製作することによって,ファブリケー
ション機器で何をすることが可能か,何を製作できるのか,
従来の製作とは何が異なるのかを考察する. 

3 uPuppets 
 uPuppets は２つのパペットで構成され,一方のパペット A
を動かすともう一方のパペット B が遠隔で同じ動きをす
るという遠隔地コミュニケーションの為の作品である．パ

ペット A内部，首と手の部分ではセンサによって傾きを検
知し，パペット Bは同じ部分にサーボモータがあり，パペ
ット A からコンピューターを経由して送られた情報から
同じ動きになるように制御される．この作品において，使

われた電子回路，ジョイント等，またパペットの外側は全

てファブリケーション機器によって製作された． 
	 小型 CNC ミリングマシンでは主に銅板を削ることによ
って電子回路を切削することが可能である．従来の電子工

作ではユニバーサル基板にはんだ付けをする，スルーホー

ル実装が主流であったが，これによって表面実装用の部品

を扱う事が可能になり，より小型化することが可能になっ

ている． 

          
図  1 uPuppets  図  2 表面実装とスルーホール実装  

	 3Dプリンターは様々な3Dモデルを出力することが可能
だが，ここではパペット Bにおけるフレーム，また内部の
サーボに取り付けるジョイントを製作した．従来のものづ

くりではこのような部品を個人で製作するのは難しく，パ

ーツを購入後，それぞれの部品に合わせて削るなどの作業

が必要であったが，3Dプリンターによって安価で素早く，
最適な部品を製作することが可能になった. 

                      
図  3 ジョイント      図  4 レーザー出力した胴体  

	 パペットの外側の毛皮部分は CAD ソフトとレーザーカ
ッターを用いて 3D モデリングデータを２次元的に展開し
フェルト生地をレーザーカッターで切り出し，部品同士を

ミシンで編んだ．従来のぬいぐるみ製作等では型紙を用意

しそれに沿ってはさみで切り，縫い合わせる事が多く，そ

の場合完成品が二次元的になり立体感を出すことが難し

かったが，この手法を用いることで縫い合わせも最小限で

済み，思い通りの立体的なぬいぐるみ，パペットを製作す

ることが可能になった．  

4 考察 
	 デジタルファブリケーション機器はボタン一つでデー

タさえあれば何でも作れるようになるものではなく，あく

までも今までのものづくりの手順をベースとして部分部

分において簡易化，短縮，そしてより適したものにできる

というものであった．だが，デジタルのデザイン情報さえ

あればほぼ同じものを世界中で制作可能になるので，イン

ターネットでの情報の共有がしやすく一つ制作して終わ

りではなく，デザインをオープンにすることで様々な改良

や派生を生み出しやすいという点がある事が判明した． 
 
 
参考文献  
[1] 田中浩也, FabLife ―デジタルファブリケーション
から生まれる「つくりかたの未来」 , Make: Japan 
Books, 2012. 
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幾何学模様の自動生成アルゴリズムの研究及び制作

加賀谷 技
武蔵野美術大学
66tomato@sun-office.x0.com

 キーワード : 幾何学模様、手続記述型コンピュータ・グラフィックス、自動生成アルゴリズム

1. 研究概要
　本研究は、黄金比やタイリングパターン、色彩調和論
等の図学や構成学の理論に基づき、新規性のある幾何学
模様を自動生成させるアルゴリズムについての提案を行
うものである。本研究では、幾何学模様について斜線や
曲線を含まない垂直線と水平線のみによる「複数の矩形
による構成」と限定し、造形のバリエーション展開など、
手続記述型造形特有の性質を活かした独自の文様表現の
追求を目的としている。

2. アプローチ
　本研究は複数の段階を経て造形表現を深化させてきた
ものである。第一段階においては、画面を構成する個々
の矩形の垂直線の高さに、フィボナッチ数列の値をラン
ダムに適用させ、個々の矩形を任意の数で堆積させる生
成規則を構築し、幾何学模様の自動生成を試みた。ここ
では単純な構成ではあるものの、パラメータの変更によっ
て多数のバリエーションを得ることに成功している (図1)。

　第二段階として、前述の構成画面そのものを単位化し、
構成画面の分割や様々なタイリングパターンを適用可能
にしたことで、新たなバリエーションを生成することが
できた ( 図 2 )。 また、ここまでの構成画面を階層化させ、
それぞれ固有のパラメータを保持した複数の階層を重ね
られるようにすることで、より複雑な幾何学模様を自動
生成することを可能とした ( 図 3)。

図 3  右の 4つの階層の複合による
　　 幾何学模様のバリエーション

図 2  画面分割やタイリングパターンによる
　　 幾何学模様のバリエーション

図 1  最初期における実験例

高山 穣
武蔵野美術大学
joe@musabi.ac.jp
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3. 今後の展開
　本研究は武蔵野美術大学 4 年次卒業研究の一環として
行っているものであり、現在も進行中のプロジェクトで
ある。特に手続記述であることを生かし、今後は 3DCG
におけるソリッドテクスチャとしての応用など、自動生
成される幾何学模様を三次元的に展開することで、さら
に表現の多様性や手続記述型グラフィックスの性質を探
るとともに、幾何学模様自身をも深化させることを検討
している。

参考文献　第三段階として、前述の造形理論を含む全生成規則の
パラメータ化を実施し、さらにユーザーがパラメータ操
作によってパターンを変調できるよう GUI を付加した 
( 図 4)。 これにより、自動生成された幾何学模様に対して、
ユーザー自身の手による恣意的な編集が可能となったほ
か、偶発的に予測不可能な造形が得られる手続記述法な
らではの面白味も実現できたと考える。また生成規則や
GUI を含め、本アルゴリズムの全ては Processing 2.2.1
によって実装されている。加えて、図 4 はベータ版のプ
ログラムによるものであり、暫定的に外部ライブラリで
ある ControlP5 を GUI に使用しているが、いずれはオ
リジナルのものに差し替える予定である。

[1] 三井秀樹 . 新構成学 . 東京 , 六耀社 ,2006,310p
[2] 斎藤綾 . 平面の分割と充填 - 回転対称フォルム -. 美の
図学 . 日本図学会編 , 東京 , 森北出版 ,1998,pp.85-87
[3] 清野恒介 . 島森功 . 配色事典 . 新紀元社 ,2006,219p
[4] 森竹巳 .「分割」を基にしたリズムの表現 . 基礎造形
(14),2005,pp.59-66

図 4  幾何学模様のパラメータ操作による生成画面図
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材質の違いを利用したハプティクスインタフェースの研究 

横溝有希子 馬場哲晃 

首都大学東京大学院システムデザイン研究科  首都大学東京 

yokomizo-yukiko@ed.tmu.ac.jp baba@tmu.ac.jp 

キーワード:   質感,  スイッチ,  インタフェース 

 

1 はじめに 
	 多種類のボタンやスイッチがインタフェースとして，世

の中の乗り物，家電等々の機器に備わっている．その中で

も，触覚で識別する多くのスイッチは，点字のような凹凸

を利用したり，矢印で方向性を分からせる方法を利用して

いる．しかし，それではスイッチ同士の区別，電源スイッ

チはどのスイッチかなどのある程度の識別しかできない．

点字や触地図を読み取るとき，人は指先でなでるように動

かしている．スイッチを押したことによってもたらせられ

る機器の機能の識別は，技術の進化が激しく，様々な機能

が次々に追加されていくテクノロジーを基盤とした現代

社会では重要になってくる． 
	 触覚には，能動的触覚と受動的触覚がある．能動的触覚

は，指をスライドするといった，いわゆる「なでる」触覚

である．受動的触覚は「押す」という触覚である．本研究

では，この二つの触覚を hapticsと tactileといって区別する．
西松ら[2]によると，能動的触運動で材質判別を行う方が試

料の材質を良く判別できることが分かっている．このこと

より，スイッチを押す前になでることによって，スイッチ

の質感の違いを識別し，その違いがもつイメージと，スイ

ッチがもたらす機能や方向性が合えば，新しいスイッチの

デザインが可能になると考える．単なる凹凸よりも，表面

材質の違いで識別を可能にすることで，ユーザに対してよ

り多くの情報をスイッチひとつで提供できる． 

2 目的 
	 材質の違いで，スイッチを使い分ける新しい操作性のハ

プティクスインタフェースを設計する．操作者がスイッチ

をなでたときに感じる質感の違いを利用して，同時操作や，

見て確認できにくい操作でのエラーを減少させるのであ

る． 
 

3 先行研究 
	 仮想現実(VR)の再現として，触覚ディスプレイによって
質感の提示をユーザにする方法は多く研究されている．中

でも表面材質感を提示する触覚ディスプレイに着目する

と，昆陽ら[3]は,ICPFアクチュエータを多数配列したディス
プレイを開発し，凹凸のある表面触感も提示できること

がわかっている．また，山本ら[4]は,電圧刺激によって微細
な凹凸テクスチャ感を提示する静電触覚ディスプレイを

製作している．だが，しかし，本研究の材質の違いで識別

をするインタフェースを設計する際には，本物の材質そっ

くりの質感を提示する必要がある．本研究では，実際の材

質を使用して，インタフェースを設計していく． 

4 方法 
	 筆者らが行った 3 つの材質(ポリウレタン，フェルト，
プレーンゴム)の違いとスイッチがもたらす機能の関連性
の実験では，｛上げるー下げる｝｛速いー遅い｝｛速いー遅

い｝｛暖かいー寒い｝｛強いー弱い｝｛高いー低い｝｛自動ー

手動｝｛冷凍ー冷蔵｝の 8 項目と 3 つの材質との関連性が
あることが分かっている．図 1に実験時の様子を示す．こ
の実験結果を利用して，ハプティクスインタフェースを設

計する．一つのスイッチに一つの材質ではなく，一つのス

イッチに多数の材質を表示させ，動的に触覚を表す手段を

もちいて設計していく．また，利用する実験データの信頼

性を評価しながら設計していくつもりである． 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
参考文献  
[1]Gibson J.J.:Observation on active touch,Psychological Rev 

69,p477-490,1962. 
[2]西松,長野,前田,上條,鳥羽,石澤:能動的触運動による材質
判別評価について感性工学研究論文集 ,vol.1,No.1 
pp.39-44(2001)  

[3]昆陽,田所,高森,小黒,徳田:高分子ゲルアクチュエータを 
用いた布の手触り感覚を呈示する触感ディスプレイ,日 
本バーチャルリアリティ学 会 論 文 誌 ,6-4,pp323-328 
(2001) 

[4]山本,石井,飛弾,樋口:静電気力による摩擦力制御とフィ
ルム移動子を用いた薄型皮膚感覚ディスプレイ,日本バ
ーチャルリアリティ学会第 7 会大会論文集,pp157-160 
(2002) 

 

図	 1	 実験様子	 
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ADADA2015 集団行動をシミュレートする子供向け玩具の研究 

庭田 凪沙 馬場哲晃 

首都大学東京 首都大学東京 

nnpupa@gmail.com baba@tmu.ac.jp 

キーワード:  集団行動,  玩具,  Boid algorithm 

 

1 背景 
 近年，技術の進歩により，デジタル玩具はより高性能化

している．コントローラやスマートフォンのアプリケーシ

ョンで操作するものだけでなく，最近では脳波で操作する

小型ドローンなどが発表されている．しかし，誰にでも簡

単に操作できるとは限らない．そこで，本研究では子供を

対象に，操作容易な玩具の研究を進めている． 

 著者らはこれまで小さな子供でも操作ができる，あひる

の形をした自走式玩具の制作をした[1]．ユーザがハンドベ

ルを鳴らすと，玩具側がマイクで音を収集し，音源の方向

を推定する．収集した音が，特定の周波数であった場合，

音源のある方向に直進する仕組みだ．コントローラを使わ

ずに，ハンドベルを持ったユーザ自身をコントローラにす

ることで，子供にとって簡易な操作方法を実現した． 

 前回の研究ではユーザが玩具をコントロールすること

に注目するとともに，ユーザと玩具の間に，あひるの親子

のような関係を作ることを目標としていた．そこで，今回

の研究では，複数の玩具が同じ方向に移動する，集団行動

に注目して研究を進める．複数の玩具が各々仲間との距離

を測り，同じ目標に向かって移動することができれば，よ

り自然のルールに沿った動きが期待できる．  

2 関連研究 
 鳥や魚など，生き物の群集運動をシミュレーションする

システムに，1989年に Craig  Reynoldsが制作した Boid[2]

のアルゴリズムがある．このアルゴリズムは，主に 

① 隣り合う仲間や物に近づきすぎない 

② 隣り合う仲間と動くスピード，方向を合わせる 

③ 仲間が大勢いる方向に進む 

という３つのルールで構成されている．ある一体がこのル

ールに従うことで，集団になったときに複雑な動きをして

いるように見える． 

 集団行動をするロボットには，2014 年に村田製作所が発

表した「村田製作所チアリーディング部」[3]がある．ロボ

ットには，倒立振子制御技術，群制御技術，超音波位置制

御技術が組み込まれている．これらの技術により，球体に

乗った 10台のロボットが，位置計測した結果をPCに送り，

協調動作を行っている． 

 今回の研究では，玩具に生き物らしい動きで集団行動を

させることを目標とするため，玩具の動き全てを一括して

制御するのではなく，玩具１つ１つにセンサを搭載し，玩

具単体でも障害物を避ける等の単純な行動ができること

を理想とする．また，動作がシンプルであると，子供にも

どのようなルールで玩具が動いているのかを理解しやす

くなると考えられる． 

 

3 プロトタイプ制作 

 
 文献[1]で使用したあひる型の３Dモデルを小型化，改 

良し，複数制作する．内部にアクチュエータ，マイコン等

を組み込み，集団行動の制御を試みる．玩具が待機状態の

時には，内蔵した LEDを光らせ，動作が可能であること

を明示する． 

 

4 今後の展望 
 集団行動の機能が再現できた際には，前回の研究の技術

と統合することで，ユーザと玩具の間の親子のような関係

を強化させる． 

 
参考文献 
[1] Nagisa NIWATA, Tetsuaki BABA, A Sound Controlled 

Duck Toy: a Challenge to Apply Sound Source to Controller 

for Children toys, Art Paper, 198, ADADA2014 

International Conference. 

[2] Craig W. Reynolds, Flocks, Herds, and Schools: A 

Distributed Behavioral Model, Vol.21, No.4, pp. 25-34, 

1987. 

[3] 北河 満，「村田製作所チアリーディング部」の開発に

携わって，京都大学学術情報リポジトリ，

http://handle.net/2433/197256, 2015. 
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オープン化を目的としたモジュール型ウェアラブルコンピュー
タのデザイン制作  

入江　信之介	 富松　潔	  

九州大学	 九州大学	  

shinnosuke.i@kyudai.jp	 k.tomimatsu2008@gmail.com	  

キーワード:  ウェアラブルデバイス、オープンデザイン 

 

1. 背景  
	 	 近年、ハードウェアの小型化・軽量化やモバイルネッ
ト環境の普及、センサ技術や音声認識技術といったパタ
ーン認識技術により、ウェアラブルデバイスの開発や研究
が活発化している。ウェアラブルデバイスとは身体に装着
する IT 機器の総称で、機能はセンサによって得られた生
態データやライフログなどの情報をデバイス経由で取得
するものや、スマートフォンの通信機能と連携して、天気
予報や交通情報、メールの通知などを知らせてくれるも
のなど様々である。ウェアラブルデバイスは身体に装着す
るという点で他のデバイスとは大きく異なり、使用する
ユーザも百人百様である。そのため、個人の使用目的や
趣味嗜好に合った固有のデバイスの制作が望まれる。そ
の問題を解決するためには、ユーザのクリエイティビテ
ィの向上やウェアラブルデバイスにおけるオープンな取り
組みが必 要だと考えられる。  

2. 目的  
	 	 本論では、オープン化を目的としたウェアラブルデバイ
スの制作を行い、実際に公開する。また、ユーザ テスト
で被験者に実際にデバイスを制作してもらう。 それらに
よってウェアラブルデバイスを制作する上で オープンデザ
インの必要条件、ユーザが制作しやすい デザインについ
ての考察を研究目的とする。  

3. オープンデザインとは 
  オープンデザインとは「制作者によって自由な頒布と記
録が許可され、さらに改変や派生まで認められたデザイ
ンである」と定義されている。FabLab のようなデジタル
ファブリケーション機器を使える環境が普及した背景も
あり、オープン化の新しい流れとして広まりつつある。
ここで言うデザインとは有体物における機能や形状、仕
組みなどのデザインを指す。 

4. 制作 
機能をパーツごとでモジュール化することによるカスタマ
イズ性の向上を見込み、モジュール型ウェアラブルデバイ

スを制作した。加速度センサなどの入力装置をモジュー
ルとし、センサの入力値を読み取り、PCとの通信を行う
装置をメインとする。今回は、ハードウェアの制作にあ
たって、 3Dデータは 123D Design というモデリングソフ
トを使 用し、3Dプリンタで出力を行った。またソフト
ウェア は、Max と openFrameworks を使用してデバイスか
ら送 信される信号を処理するアプリケーションを制作し

た 。 

図１ (左) モジュール部分      (右) メイン部分

5. ユーザテスト
 ユーザにとって作りやすいデバイスかどうかを判断する
ために、被験者に実際に組み立ててもらうユーザテスト
を行った。組み立ての内容は、センサモジュールを2 つ被
験者に選択してもらい、その後、モジュール部分とメイン
部分を繋ぎ合わせてもらいリストバンド型のウェアラブル
デバイスを組み立ててもらった。その結果、作業時間は
平均して27 分と短時間で制作可能であることがわかった。
ユーザテストにより、作業が容易という意見や手芸など
と労力は変わらないなどの意見が得られた。また、モ
ジュールを逆につけたりなどのデザインの問題やBluetooth 
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の接続が切れる、電池の消費電力が大きいなどのシステ
ム上の問題も見られた。

6. 結果・考察
ユーザテストの結果、組み立て容易だが、予期せぬエラー
が発生することが多かった。今後、未然にエラーを防ぐ
ためのメタファーを与えてくれるデザイン、エラーに対応
したプログラムの作成などが必要だと分かった。こういっ
た問題を解決しつつ、他のセンサモジュールも作り出すた
めに、制作方法をオープン化し、共有することでデバイ
スの発展を試みたい。

参考文献 
[1] Bas van Abel, Lucas Evers 他『オープンデザイン 参加と
共創から生まれる「作り方の未来」』(2013)

[2] 株式会社矢野経済研究所『ウェアラブルデバイス市場
に関する調査結果 2014』 http://www.yano.co.jp/press/pdf/

1308.pdf(2014)
[3] ヤコブ・ニールセン『ユーザビリティエンジニアリン
グ原論』(2002)
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靴型デバイスとスマートフォンを用いたアウトドアアクティビティ 

小宮慎之介 渡邉英徳  馬場哲晃 

首都大学東京大学院 首都大学東京   首都大学東京 

システムデザイン研究科 システムデザイン学部  システムデザイン学部 

kurohune538@gmail.com hwtnv@sd.tmu.ac.jp  baba@tmu.ac.jp 

佐野大河         井上洋希 

首都大学東京大学院        首都大学東京 

システムデザイン研究科         システムデザイン学部 

taigasano4112@gmail.com         rot1024@gmail.com 

キーワード:   IoT, ウェアラブルデバイス, ライフログ 

 

1 概要 
 本研究では靴の中敷型のデバイスを開発し，ユーザの GPS，

圧力，地磁気データ等の言わば「歩行データ」を用いて遊びを

創出することを主な目的とする．筆者らは足跡の軌跡に着目し，

鬼ごっこを拡張したアウトドアスポーツを提案する．本研究では

これを「ヴィジュアライズおにごっこ」と呼ぶ．このようなおにごっ

この拡張現実にはこれまでいくつかの試みがなされている．吉

野ら[1]が PHS 及び GPS 機能を利用し，電子鬼ごっこを実施し

ている．本研究と類似した試みであるが，ユーザ情報は GPS に

限られており，本研究ではこれに加え中敷き型デバイスによる

圧力，加速度，地磁気データを同時に利用する． 

 

2 遊びのルール 
 基本的なルールはおにごっこと同一である．鬼が一人，他の

参加者にタッチすると鬼が入れ替わる．（鬼の入れ替えについ

てはアプリケーションが行う）ヴィジュアライズおにごっこでは靴

の中敷デバイスとスマートフォンアプリケーションを用いてその

機能を実現する．靴の中敷デバイスから得られる足にかかる圧

力データの値に閾値を設け，アプリケーション上のマップに足

跡の画像が表示される．参加者はこのデータを元にどこに鬼

や他の参加者がいるのかを判断し,おにごっこを行う. なおエリ

アと制限時間と参加人数は予めアプリケーションを通じて設定

する．ネットワーク上より参加者を募ることが可能であるため，

相手の顔が見えない（誰が参加しているかわからない）面白さ

を共有することが可能となる．アプリケーション上に表示される

足跡は時間とともに表示アルファ値が減少し，これはどのくらい

前に鬼や参加者が通過したか，といった情報を取得することが

可能になる．本システムを応用することで，「ケイドロ」（警察と

泥棒のロールに分かれておにごっこをするゲーム）や陣取り

（ある範囲において足跡を残した面積の多いほうが勝ちという

ゲーム）などの拡張も可能であると考える． 

 

3 システム構成 
3.1 全体の構成 
 「ヴィジュアライズおにごっこ」では，中敷き型デバイ
ス,スマートフォン,サーバの3つから構成される.	 

参加者はゲームを始めるに辺り，次の準備が必要である．

予めデバイスを靴の中に入れ，デバイスとスマートフォン

を Bluetooth で接続する．スマートフォンには専用のアプ

リケーションをインストールし，インターネット回線や

GPS が利用可能な状態で起動する.アプリを通じてサーバ

にログインし，接続を確立すると，遊びに参加することが

できる.  
 
3.2 ハードウェア構成 
	 ハードウェアは中敷き型デバイスであり，靴の中に入れ

て使用する．ユーザの姿勢方向や,踏み込みの強さを 9 軸

加速度センサ及び圧力センサで検出することができる．

Bluetooth モジュールを内蔵し，センサの値をリアルタイ

ムでスマートフォンに送信することができる.	 踏み込み

の強さに応じて，アプリケーション上で足跡が表示され続

ける時間を変更することで，忍び足で歩けば見つかりづら

く,走れば見つかりやすくなるという身体性をゲーム内に

実現する．	 

	 

3.3 アプリケーション構成	 
	 中敷き型デバイスから送信された方向や踏み込みの強

さといった値は,スマートフォンのアプリケーション上で

処理され,スマートフォンの GPS から得た位置情報と共に

随時サーバへと送信される. 他の参加者が足を踏み込ん
だという情報がスマートフォンのアプリケーションに届

くと,アプリケーション側でAR画面とマップに足跡を描画

する.こうして参加者の位置が他の人にも分かる.	 	 

3.4 サーバサイド構成 
	 サーバでは,様々な参加者から届く位置情報,向き,踏み

込みの強さといった情報を随時データベースに格納する.

そして,それらのデータを他の参加者全員に対してブロー

ドキャストする.こうすることで,誰か1人が踏み込むと,

他の参加者全てのスマートフォンにその情報が届く仕組

みとなる．同時に，サーバ側で配信するWebページ上の地

図にも参加者全員の足跡をリアルタイムで表示する．この

Webページを通して．参加者以外の人でもゲームの状況を

傍観することが可能となる．	 

	 こうしたサーバとスマートフォンとの通信では	 

WebSocket	 を用いることで、オーバーヘッドの少ないリア
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ルタイム性の高い通信を実現する．	 

	 

4 他領域への展望 
	 近年,スマートフォンに内蔵されるセンサを用いて,自身
の運動や行為をデジタルデータとして記録するライフロ

グに関するアプリケーションが広く普及している.また,フ
ィットネスバンドやスマートウォッチなどのウェアラブ

ルデバイスにより,心拍数や活動量といったデータを取得
することが可能になり,ユーザは健康状態をより詳細なデ
ータで記録できるようになった．一方で日常的な運動のデ

ータで取得できるものは GPS センサによる位置情報,加速
度センサによる歩数,アクティビティの種類等が挙げられ
る．本デバイスではデバイスを靴の中敷に挿入することで，

ユーザの歩数に加え,既存のアプリでは取得できない足の
向きや歩幅のデータを取得することが出来る．これらのデ

ータによりおにごっこという遊びだけでなく，ユーザは特

定の時間と場所でどの方向を向いていたのか,どのように
歩いていたのかを把握可能となる．結果としてより詳細に

自身の運動を振返ることが出来る．振返りの他,ランニング
やウォーキング時におけるフォームの確認や矯正といっ

た，スポーツへの応用も可能である． 

参考文献 
[1] 吉野 孝,吉永 孝文,宗森 純 アウェアネス支援機能を
持つ電子鬼ごっこ支援グループウェアの開発と適用情

報処理学会論文誌 1882-7764一般社団法人情報処理学
会 2003-02-15 44 2, 297-308 
http://ci.nii.ac.jp/naid/110002711675/  
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パフォーマンスを拡張するメディアデバイスの開発  

小手川 誠也 馬場哲晃 

システムデザイン研究科  首都大学東京 

tomatoex1218@gmail.com baba@tmu.ac.jp 

キーワード:   光,  スケートボード，パフォーマンス拡張 

 

1 概要  
	 路上においてパフォーマンスやスポーツを行う行為の

中で生じた文化を「ストリート文化」と本稿では呼ぶ．ス

トリート文化にはペイントや音楽，パフォーミング等様々

なものがあるが，本研究では特にスケートボードに着眼す

る．スケートボードは一般に木版に４つの車輪がついたも

ので，これに乗り路上を走り，トリックを決める等，パフ

ォーマンス性を持つストリートスポーツの一つである．ロ

ーラースケートを始め，近年では 2輪スケートボード商品
が販売される等，様々な場所で子供達が楽しんでいる姿を

見かける．また，スケートボードのユーザ数が増加し，徐々

にスケートボードの練習場であるパークも増設されてき

ているほどストリートの文化において人気スポーツの一

つである．著者はこれらストリート文化に日々親しんでお

り，そこに研究対象であるインタフェースデザインを応用

することを目指している．特に本論文では，スケートボー

ドへセンサと光を付け加えパフォーマンスに応じたイン

タラクティブな発光をさせる． 
	 スケートボードには二つの側面があり，一つは道路を走

る面とトリックをおこなう面がある．今回の研究ではまず

初めに前者の走ることに着目し，スケートボードのスピー

ド感を光で拡張する．また，本研究の効果としてスケート

ボード下の地面が照らされることで地面の状況を把握で

き安全面も向上したものとなっている． 
 
２ 関連研究 
スケートボードのパフォーマンス性の拡張を図っている

ものとして Interactive video mapping for SK8[3]がある．こ
れはハーフパイプと呼ばれる半円状の構造物の中でブラ

ンコのように左右に移動しながらトリックを決めていく

スケートボードの一種目に，プロジェクションマッピング

を掛け合わせたものである．スケートボードの座標を取得

しその座標に合わせて光を変えていくインタラクティブ

な作品である．また，八谷和彦らによる Light/Depth はス
ケードボードを利用したインタラクティブな映像表現と

してよく知られている．このような作品は映像を扱うため

に場所や天候，環境光の制限が生じるだけでなく，PC を
利用するため，設置が大掛かりになってしまう．本研究で

は PC 処理なくセンサで得た値をリアルデータとしてデバ
イス内のマイコンで処理することで，様々な場所でのパフ

ォーマンス提示を目指す． 
	 LED 光を使ったインタラクティブなメディアデバイス
として菊川らの「Orphe (LuminouStep) 」[3]がある．靴に
取り付けられた９軸加速度センサと Bluetooth によって読

み取った足の動きのデータを PC やスマートフォンに送信
し，その情報を靴の発光にフィードバックさせ，足の加速

度に合わせたスピード感のある光り方の提示を可能とし

ている．この作品はユーザの動きをセンサで読み取りその

速度に対応した光り方をさせると言った点で本研究の重

要な先行研究と言える．また藤本ら[4]による発光を有する
ウェアラブルスーツは PC からの一括制御により，多くの
LED衣装を同時に制御することに成功している． 
	 市販のスケートボードの底にフルカラーLEDテープを
とりつける．フレーム部に非接触反射型赤外線フォトリフ

レクタを取り付け，ホイール裏側には白と黒からなる，回

転検出用治具を取り付ける．フォトリフレクタによってこ

の治具の白黒をセンシングし，その電圧変化周期を計測す

ることで速度を算出する．この速度情報を元に，速度に応

じたLED光を提示することでスケートボードのパフォー
マンス性を向上したメディアデバイスの開発を行う． 
 
３ 研究内容  
	 デバイスの構成として，スケートボードの速度を図るた

めに光センサ，また，デバイス内でセンサの値を処理し出

力するためのマイコン(ATmega328)，パフォーマンスを拡
張するためにフルカラーLED(WS2812B)テープ，電力供給
のためにリチウムポリマー電池を使用する．スケートボー

ドの速度計測にフォトリフレクタ（RPR-220）を利用する． 
	 スケートボードにセンサを取り付けそのセンサの値を

パソコンへ送信する．これによりスケードボードの速度変

化をパソコン上でグラフにすることで特徴をとらえ，それ

を元に適切な発光パターンプログラミングを検証してい

く． 
参考文献  
 [1] 外山貴彦 Interactive video mapping for SK8, 2014 
http://www.nzu.ac.jp/blog/digital/archives/12134 
[2] 八谷和彦，松尾晴之,Light/Depth, 1993 
[3] 菊川 裕也，馬場 哲晃，串山 久美子, LuminouStep 踏
み込みを可聴化するシステムの研究と開発, Entertainment 
Computing 2014, 2014 
[4] 藤本実 , 藤田直生 , 寺田努 , 塚本昌彦 , “Lighting 
Choreographer: ウェアラブル LED パフォーマンスシステ
ムの設計と実装,” 日本バーチャルリアリティ学会論文誌, 
Vol. 16, No. 3, pp. 517--525 (Sep. 2011). [5] 非接触主軸回転
表示器の作成 
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Wearable Women's Device の提案 
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1 はじめに 
 今日 Apple Watch や Google glass などウェアラブル端末

の開発が盛んであり、目にする機会も多くなってきている。

しかし、現在発表されているウェアラブル端末は機械的な

形をしているものが多い。その為、女性が身に付けること

に抵抗を感じ、普及していない。また、女性は外出先にお

いても美容に関する環境情報を気にする。美容に対する環

境情報とは、紫外線や湿度などを指す。しかし、外出先で

の環境に合わせた対策をするには自分自身の体感基準で

判断することが多い。これらの問題点に焦点を当てた女性

が身に付けやすく、瞬時に自分の周囲の環境情報を得るこ

とができるウェアラブル端末が「Wearable Women's Device」

である。本研究は今までのアクセサリに機能を追加するこ

とで、身に付けると同時に環境情報が得られるウェアラブ

ル端末の開発を目指す。 

 

 

 

図 1.本研究の範囲 

 

 図 1 に示すように自分を飾る物の範囲としては、身体と

一体化して1度行ったら変更することが困難であるタトゥ

ーから、毎日変更することが前提である服までが存在する。

本研究で提案する「Wearable Women's Device」の範囲は、

赤枠で示すような毎日ではないが適度に変えるネイルや

アクセサリなどの身体に着用するものである。 

本研究と同様に、装飾と機能の要素の両立を目標として

いる研究として、MagNail[1]や Jewelry Circuit[2]等が挙げら

れる。MagNail では、ネイルアートの一部として装着した

永久磁石を用いてユーザーの指がスマートデバイスのタ

ッチペンの代わりとなる研究である。Jewerly circuit では既

存のアクセサリパーツを回路やセンサとして利用してい

る。HalfImplant[3]は付け爪に電子部品を埋め込むことであ

る程度の長期間取り外しができない半埋め込み型装置を

提案している。さらにコスメティック全体を題材とした研

究として、Vega らの Beauty Technology[4]が挙げられる。

Beauty Technology は、化粧とテクノロジーを融合し、身体

と機能を一体化させる研究である。 

 

２ Wearable Women's Device(WWD) 
 「WWD」とは、女性が身に付けやすく、外出先で美容

に対する環境情報を得ることができるウェアラブル端末

のことを示す。外出先で利用するためには、持ち歩く必要

があるが、身に付けるデバイス以外であると鞄から取り出

すなどの手間がかかる為、本人の気が向いた時にしか確認

しない。 

身に付けて持ち歩くものには、毎日変わる服や気分、個

性などに合うことが必要である。この条件を満たすには、

ウェアラブル端末としての機能のみならず、アクセサリの

ような装飾の要素を含む必要がある。これらの機能をまと

めると以下になる。 

1. WWD のウェアラブル端末としての機能の要素は、美

容に関する環境情報の取得・提示が挙げられる。紫

外線や湿度などの環境情報は現在のモバイル端末で

取得することが困難であるが、美容において重要な

意味を持つからである。 

2. WWD の装飾の要素は、端末をそのまま衣服や体に装

着し外部から見える状態におけるようなものである。

衣服や化粧とともに身に付けることができるモバイ

ル端末を制作することで一般的に使用するアクセサ

リとしても利用することが出来る必要がある。 

これらの特徴により、WWDは自身の容姿を美しく魅せ、

環境情報を提供する機能のみならず、アクセサリと同様に

身に付けられる装飾性を持つことを目指している。しかし、

現在あるウェアラブル端末には装飾と機能の要素を含む

ものが少ない。MagNail や Beauty Technology は装飾の要素

を満たしている。しかし、両者とも自身に関わる環境に役

立つものではなく、外部のコンピュータやスマートフォン

をネイルや化粧品を利用して動かすことを目的としてい

る。これらから、WWD は機能と装飾の 2 要素を含み美容

に対する環境情報を得ることができるウェアラブル端末

を目指す。 

 

 

身体

タトゥー

　　　ファンデーション

ネイル　　　　　　アクセサリ

　　　　　　ピアス　　　　　　　　　　服

外部
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３ チャームとネイルによる WWDの提案 
WWD の 1 つとして提案するのが、紫外線量を計測する

チャームと紫外線の危険度を光で段階的に表すネイルに

よるシステムである。このウェアラブル端末は、シュシュ

に付属したチャームに紫外線センサを組み込むことで紫

外線を感知し、感知した紫外線量に応じた色を付け爪に組

み込まれたフルカラーLED が光るシステムである。 

 利用の流れとしては、外出時に髪の毛に紫外線センサの

組み込まれたチャーム付きのシュシュを着用する。チャー

ム内の紫外線センサが紫外線量を計測し、測量した値に応

じて光っている付け爪の色を見ることができる。付け爪の

色を見ることによって、その場の紫外線量の危険度を体感

するとともに、日焼け止めを塗るといった美容に気を付け

る行為を促すことが出来る。 

 紫外線センサをチャーム付きシュシュに組み込むこと

によって、紫外線を常に外気に触れている身体の中でより

高い位置で測量することができ、センサが隠れることもな

い。また出力がシュシュである場合、光っていても自分自

身で確認することが出来ない。そのため、爪に出力するこ

とによって自分の目で直接確認することが出来る。これら

の理由から、付け爪にフルカラーLED を組み込むことで、

紫外線量に応じた色に光り、瞬時に紫外線量の危険度が実

感できる。 

 
４ WWDの実装 
図 2 は WWD のシステム構造である。ML8511 紫外線セ

ンサをチャーム内に組み込み、その場の紫外線量を計測す

る。計測した紫外線量を Arduino によって UV インデック

スに数値化する。数値化した紫外線量に応じた色に、付け

爪に組み込んであるフルカラーLED によって、その場の紫

外線量を視覚的に提示する。UV インデックスとは、気象

庁が発表している紫外線量の指標である。図 3 のようにシ

ュシュに付属させたチャームに組み込んである紫外線セ

ンサで紫外線量を計測し、Arduino で UV インデックスレ

ベルに数値化の変換を行う。図 4 のように付け爪にフルカ

ラーLED を埋め込み、爪全体が光るようにする。付け爪の

発光色は、表 1 のように UV インデックスに対応した色を

表せるようにしている。安心して屋外で過ごせる場合は青

から緑で表す。できるだけ注意が必要な場合は黄色から橙

色で表す。紫外線が非常に強く危険な場合は赤で表す。こ

れらの色は日常目にする信号と同様な変化であり、危険度

を瞬時に判断することができる。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 2.システム構造 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.紫外線センサを組み込んだチャーム 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4.付け爪型ウェアラブル端末の実装 

 

表 1. UV インデックスと光の色の対応表 

 

 

 

 

 
5 まとめと今後の課題 
 本論文では、女性が身に着けやすく、外出先で美容に対
する環境情報を得ることができるウェアラブル端末であ

る「Wearable Women's Device」を提案する。 

 具体的には、紫外線センサを組み込んであるチャームを

シュシュに付属させ、UV インデックスに対応した色に付

け爪に組み込まれた LEDが光る。このシステムによって、

その場の環境情報に対応した美容対策を促すことができ

る。 

 今後の課題としては、チャームの小型化やワイヤレス化

を行えるようにすることなどが挙げられる。 
 
参考文献 
[1] 川 上  あ ゆ み , 塚 田  浩 二 , 椎 尾 一 郎 . 

JewelryCircuits：汎用パーツを用いたインタラクティ

ブ・アクセサリ,IPSJ Interaction 2014,B0-0, 2014/2 

[2] 門村 亜珠沙，椎尾 一郎. MagNail：爪装着型磁石を用

いたモバイル端末インタラクション, WISS2014 第 22 回

インタラクティブシステムとソフトウェアに関するワー

クショップ論文集 

[3] 岩崎健一郎, & 玉城絵美. Half-Implant：情報提示のた

めの半侵襲型装置の提案 .情報処理学会研究報告 . EC, 

2014(24), 1–8. 

[4]Vega, K et al. Beauty Technology as an Interactive. 

Proceedings of the 2013 ACM International Conference 

on Interactive Tabletops and Surfaces, 357–360. 
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ゲームにおけるナラティブの分析 

金友直樹 後藤 信人  今間 俊博 

首都大学東京大学院 首都大学東京大学院 首都大学東京大学院 

kanetomonaok@ybb.ne.jp gonnygt5@gmail.com komma@tmu.ac.jp 

キーワード:  ナラティブ、  テレビゲーム 

 

1 概要 
 海外では『ナラティブ』という概念があり、その『ナラ

ティブ』がもたらすゲーム体験が注目されている。 しか

し、『ナラティブ』という言語に馴染みがなく、それを取

り入れることでどういったゲームが生まれるのか、過去に

プレイしてきたゲームの内のどの場面においてそれが当

てはまるのか、理解するには実に曖昧すぎる概念であると

言える。 ナラティブゲームの開発に向けて、『ナラティブ』

の概念を明確にし、一般化させる必要があると考えた。 

 

2 目的 
 本研究では 日本において未だ定着していない『ナラテ

ィブ』という概念について まずはその言語的な意味合い

の分析から取り組むことで、ゲームにおける『ナラティブ』

の理解へ繋げる。 

 海外で多用される『ナラティブ』、『ナラティブエクスペ

リエンス』、『ナラティブデザイン』の３つの言語に着目し、

それぞれの関係性、成り立ちを明確にすることで認識のブ

レを矯正し、今後の研究の展開を円滑にする。 

 

3 ナラティブ 
 『ナラティブ』はゲームに限らず、医療や広告において

も手法として用いられている。もともと医療の世界で注目

された言語であり、患者のストーリーを医師が意識して接

することで信頼感を高める療法「ナラティブ・ベイスト・

メディスン」として 1998年に注目された。[1] 

 

 渡辺修司・中村彰憲による「なぜ人はゲームにハマるの

か」によれば『ナラティブ』はストーリーと物語言説の 2

つの要素で構成されているとある。[2] [3] 2 つの要素を一連

の流れに落としこむと 2つの段階を踏まえた語り手の手法

と定義することできる。則ち、『ナラティブ』とは、固有

の体験からストーリーを構成し、相手へ語る（物語言説）

手法であると考えられる。 

語り手が『ナラティブ』によって伝えるストーリーは、

聴き手によって変化する。それは聴き手とインタラクショ

ンを介してストーリーを伝えるからだと言える。インタラ

クションを介することで、聴き手はストーリーへ没入し、

変化したストーリーは聴き手自身が固有のストーリーと

して整理していく。『ナラティブ』によって聴き手に生み

出された、強い没入感を与える聴き手固有のストーリーは

ナラティブエクスペリエンスと呼ばれている。 

 つまり、ナラティブゲームとはゲーム上においてプレイ

ヤーが聴き手となり、ナラティブエクスペリエンスを実現

させたゲームと言える。ただし、様々なプレイヤーの作り

上げる物語を全て予測し、それに対応したゲームデザイン

を施すことは莫大なコストがかかり現実的ではない。プレ

イヤーがゲームからの入出力というインタラクションを

介してどういった固有のストーリーを生み出すのか、その

過程を予測し、コントロールする必要があり、それがナラ

ティブゲームにおけるナラティブデザインであると言え

る。 

 

4 今後の展開 
ナラティブエクスペリエンスを実現するにあたってのナ

ラティブデザインはすでにカテゴライズが完了し、実ゲー

ムからデザイン手法として抽出することが可能である。現

在はそのデザイン手法に基づいたナラティブゲームを開

発中であり、今回分析した言語の内容と同様の効果がゲー

ムから得られるかの実証実験を念頭に開発を進めていく。 

 

参考文献 
[1] 上木貴博  (2007) 「ナラティブ広告とは」

<http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/Keyword/
20071025/285502/ > 2015年 7月 10日アクセス 

[2]渡辺修司・中村彰憲 (2014) 『なぜ人はゲームにハマる

のか  開発現場から得た「ゲーム性」の本質』  SB 

Creative pp. 153. 

[3] ジェラール・ジュネット (1985) 『物語のディスクー

ル―方法論の試み  (叢書記号学的実践  (2))』  花輪 

光・和泉 涼一訳 水声社 pp. 17. 

図 1 一般的なナラティブ 
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ナラティブエクスペリエンスを実現するゲームの制作 
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キーワード:  ナラティブ,  テレビゲーム 

 

1 概要 
海外では『ナラティブ』という概念があり,その『ナラティ

ブ』がもたらすゲーム体験が注目されている. しかし,『ナ

ラティブ』という言語に馴染みがなく,それを取り入れるこ

とでどういったゲームが生まれるのか,過去にプレイして

きたゲームの内のどの場面においてそれが当てはまるの

か,理解するには実に曖昧すぎる概念であると言える. ナ

ラティブゲームの開発に向けて,『ナラティブ』の概念を明

確にし,一般化させる必要があると考えた. 

 

2 目的 
本研究では,『ナラティブ』に関する先行研究を参照し，

主として海外製タイトルからのリサーチと考察を行い,ナ

ラティブエクスペリエンスを実現するゲームデザイン手

法を提案する.得られた理論に基づき実際にゲームを開発

並びに実験をし,ゲームデザイン手法の有効性の検証を行

うことで,今後の研究の展開を円滑にする. 

 

3 ナラティブデザイン 
ナラティブデザインには二つの要素がある．ゲームへの

没入と,ナラティブエクスペリエンスの実現である. 

没入について,Ermi & Mayra の３つの区分(1)を参照する． 

(1) 感覚的没入． 

これはオーディオビジュアルによる没入を指す． 

(2) チャレンジベースの没入． 

これはプレイヤーが自身のスキルにおいてゲーム上で設

定された適度な目標を達成する過程からくる没入を指す．  

(3) 想像的没入. 

虚構を受け入れ楽しむことから,キャラクターへの共感,プ

レイヤー自身の想像力を働かせることによる没入を指す． 

ナラティブデザインでは,ゲームのデザイン要素とプレ

イヤー固有のスキルの関係性が重要となる. SCI-model(2)を

参照すると,ゲームのデザイン要素においてはルールとス

トーリーと空間が挙げられている.同様にプレイヤースキ

ルには,運動スキル,認知能力,知的スキルの３つがある. 

以上を踏まえ,ナラティブデザイン例を挙げる. 

(1)蓄積する 

 空間において,ある環境で行為を重ねることにより,その

経験が,ゲームプレイ環境自体に蓄積されること. 

(2)選択させる 

ストーリーにおいて,複雑な価値判断を含む選択肢が提示

されることで,プレイヤーの価値観が反映されていくこと． 

(3)推測させる 

ルール,ストーリー,空間３つに関して,与えられた条件をも

とに問題の解決方法をプレイヤーに推測させること． 

多くのタイトルで,以上の手法が複合的に用いられ,より

効果的なナラティブエクスペリエンスを生み出している. 

 

4 ナラティブゲーム制作 
よりプレイヤーごとに異なるナラティブエクスペリエ

ンスを実現するゲームの制作を目的に行った. 

このゲームでは,エレベーターという閉鎖空間の中,主人

公の主観視点で物語は進行する.プレイヤーは切り取られ

たある瞬間のシーン中のみストーリーを断片的に体験す

る.一つのシーンでは最大 3つ手がかりが得られる. 

 

図 1 ゲームフロー例 

 

プレイヤーの観測できる場所を一箇所に限定し,さらに

物語の時系列を省略し断片的に見せることによって想像

の余地を高めることを狙っている.このゲームにおいてプ

レイヤーは,「断片的な手がかり」「シーン間の出来事」「シ

ーン間の関連性」を考え,一つのシーンに込められた意味を

想像し,全体のストーリーを作り上げていくことになる. 

 
5 今後の展開 
今後は,開発中のゲームについて,ナラティブデザインの

各要素が効果的に機能しているか,プレイヤーの固有性と

の関連性などに留意し,個別に検証可能にするアンケート

方法や項目について検討を行い,実験の準備を進めていく. 

 

参考文献 
[1] Ermi, Laura & Mayra, Frans, Fundamental Components of 

the Gameplay Experience: Analysing Immersion, 

Hypermedia Laboratory, 2005, pp.7 

[2] Ermi, Laura & Mayra, op. cit, pp.8 
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若年層の選挙に対する関心を向上させるシリアスゲームの制作 

千代延 巧真 伊藤 弘樹  皆川 全弘 

拓殖大学 拓殖大学  拓殖大学 

s28648@st.takushoku-u.ac.jp k-itoh@id.takushoku-u.ac.jp  mminagaw@ner.takushoku-u.ac.jp 

キーワード: 投票率 ,  選挙,  ゲーム 

 

1 研究背景 
 総務省によると 1983 年から現在までの衆議院議員選挙

における、年齢別の投票率は、60 歳代が最も高く、20 歳

代が最も低い[1]。20 代が選挙に行かない理由の上位を占

めているのは選挙に関心がないことに関連している[2]。 

 2015 年 6 月 17 日に改正公職選挙法が可決され、投票を

行える年齢（以降“選挙権”とする）は 20歳から 18歳へ

と下がった。選挙権の年齢変更は 1945年以来 70年ぶりの

ことであり、改正公職選挙法により新たに有権者となる 18

歳、19 歳の人数は約 240 万人になり、全有権者のおよそ

2%である[3]。この選挙権の改正を機に若年層の選挙に対

する関心を向上させるため、若年層を対象とした啓発が必

要となる． 

 10歳～18歳のスマートフォン所有率は（図 1）67.3%で、

そのうち高校生は 99.0%である[4]。鎌倉らによるとエンタ

ーテインメント目的のゲームであっても、十分に教育・学

習の目的に用いることが可能で、かつ、一定の効果を期待

することができる、とされている[5]。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 本研究では、若年層に国政選挙の意義を知ってもらうた

めに候補者を通して選挙を知ることをテーマにしたシリ

アスゲームの制作を行う。選挙を疑似体験することにより

選挙に対する関心、知識を向上させ投票率の向上につなが

るよう検討する。なお、プラットフォームはスマートフォ

ンとする。 

２ 研究方法  
 シリアスゲーム、選挙、教育について調査し、学習効果、

モチベーションを向上させるために効果的な要素を抽出

する。 

 なお、本ゲームの制作には Unityを使用する。 

３ 先行研究 
 谷口らによるとシリアスゲームがユーザのシステム理

解を促す可能性があり、ゲーム性なしとありを比べた場合

ゲーム性があるほうに内発的動機が向上したことを示唆

した、とされている。また、社会的要素を取り入れること

によりユーザはより積極的にゲームに取り組み、作業に没

頭するなかで、学習を進められることが可能なると示唆さ

れた、とされている[6]。すなわちゲーム性により内発的動

機が向上し、社会的要素により積極性が向上する。 

４ 研究経過  
 これから有権者となる若年層に選挙に対する関心を持

たせるためターゲットを高校生とする。 

 選挙の題材は、施行後初の国政選挙となる確率が高い参

議院議員選挙及び衆議院議員選挙とする。 

 選挙権が 18 歳に引き下がると未成年の有権者は成人と

比べ父母と同居している確率が高いため、父母の影響を受

けやすく地元票が増加すると予測できる。そのため本ゲー

ムでは地方の選挙をプレイする場合、地元の有力政治家に

票が集まりやすくなる要素をゲームバランスとして考慮

する。 

５ 今後の展開 
 先行研究から、ゲーム性があり社会的要素を組み込んだ

ゲームの有意性が示唆された。今後の展開としてゲーム性、

社会的要素、選挙権引き下げによる地元票の増加を組み込

んだゲームの制作を行う。 

 

参考文献 
[1]総務省, 衆議院議員総選挙における年代別投票率の推
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endaibetu/ 

[2]NPO法人ドットジェイピー,『若者が選挙に行かない理

由第一位は投票環境によるもの』,http://www.dot-jp. 

 or.jp/contents.php?id=250,2012,12 

[3]総務省,選挙権年齢の引下げについて, http://www.soum 

 u.go.jp/senkyo/senkyo_s/news/senkyo/senkyo_nenrei/index.

html,2015,06.19 

[4]デジタルアーツ株式会社,未成年の携帯電話・スマート

フォン利用実態調査,http://www.daj.jp/company/release/2 

 015/0706_01/,2015,07.06 
[5] 鎌倉哲史,須田一哉,ルジラット ヴィニットポン,馬場

章,ゲーム内役割体験に基づく裁判員制度学習の有効性

に関する研究：「有罪×無罪」を用いた高校におけるゲ

ーム体験ワークショップを通して,デジタルゲーム学会

vol.6,No1,2012 

[6] 谷口忠大,中村仁美,熊谷歩,矢野史朗, 自律分散型スマ
ートグリッドの理解を促すシリアスゲームの開発,科学
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Tetris 3D Modeler: 三次元テトリスに寄生した三次元モデリング 

ツール 

栗原一貴   

津田塾大学   

kurihara@tsuda.ac.jp   

キーワード:  テトリス 3Dプリンタ，ゲーミフィケーション 

 

1 はじめに 
 近年 3D プリンタが注目を集めているが，印刷するため

の三次元モデルをデザインする作業はスキルを要し，デザ

インツール（CAD ツール）も高機能過ぎて初心者にとっ

ては敷居の高いものである．Tetris 3D Modeler [1]は 3Dプ

リンタに興味はあるものの，高機能 CAD ツールの習得に

は及び腰であるようなユーザをターゲットとし，三次元テ

トリスゲームをプレイする過程で積まれたブロックをそ

のまま一般的な三次元モデルとして出力する機能を備え

たソフトウェアである．三次元テトリスとは通常二次元空

間でブロックを積んでいくテトリスに対し，奥行き方向が

追加された拡張であり，ブロックの回転方向に 3軸の自由

度がある以外は通常のテトリスとルールは同じである．図

1はプレイ風景，図 2は作成・印刷した日用品の例である． 

 

 

図 1 Tetris 3D Modelerの概要 

 

1 ゲーミフィケーションと Toolification of 

Games 
「非ゲーム的文脈でゲーム要素やゲームデザイン技術

を用いること」などと定義されるゲーミフィケーション

[2][3]では，ゲームの知見を「後づけ」するために適切な

ゲームバランスと楽しさの実現が難しい点が問題であっ

た．そこで，原則的には同じ定義に当てはまるものの，ゲ

ームと非ゲームの大小関係，主従関係が逆であるようなケ

ースとして，我々は「既に完成されているゲームの余剰自

由度の中で非ゲーム的目的を達成すること」を Toolification 

of Games と定義している．Toolification of Games には以下

に述べるブランド性，既習性，逃避可能性，自己表現性，

物語性などの特徴があり，従来のゲーミフィケーションの

問題を改善しうる可能性がある． 

・ ブランド性：完成されたゲームはそれ自体が面

白いので，タスク実行へのモチベーションを誘

発するためのデザインを改めて考えなくても良

い．逆に俗に「クソゲー」と呼ばれる，異常な

難易度や「面白くなさ」で有名なゲームも，タ

スク実行へのモチベーションを引き出す要因と

なりうる． 

・ 既習性：ユーザはゲームの操作に慣れている．

つまり「タスクに慣れさせる」というフェーズ

の一部または全部が，既存ゲームのための熟練

作業で既に達成されている． 

・ 逃避可能性：タスクへの従事に必要なモチベー

ションが得られないプレイヤーは，無理にやら

なくて良い． 

・ 自己表現性：ゲームをやりながらタスクを行う

ので，そのプレイ自体がひとつのパフォーマン

スである．「プレイしながらこんなことをするな

んて！」という賞賛を受けられる． 

・ 物語性：タスクの達成結果もゲームをやりなが

ら行ったもの，というコンテキストが付与され

るため，ゲームの制約によって独特の味が出た

り，無味乾燥な結果に対しエピソードを付与す

ることができる． 

Tetris 3D Modelerは，Toolification of Games の観点から考

えると以下の性質を持つ．まず，テトリスという有名ゲー

ムを用いており，ほぼゲーム体系を変更していないためブ

ランド性および既習性が達成されている．また，常に通常

のテトリスへと逃避できる余地を残している点で逃避可

能性が達成されている．制作した三次元モデルを製作過程

の様子と組み合わせて他者と共有することで「高難易度の

テトリスをプレイしながらこのような作品を作った！」と

いうコンテンツ価値をもつ自己表現性を達成でき，また制

作したモデルには「テトリスをプレイしながら作成したこ

とによる独特の質感」が付与され，物語性を達成できる． 
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図 2 Tetris 3D Modelerで作成・印刷した日用品例．記載

された数値は，モデリングに要した時間を表す． 

 

3 一般向け体験イベント 
一般向けに本ソフトウェアを展示し体験するイベント

において来場者により作成された三次元モデルの例を図 3

に示す．テトリスを知る来場者は，三次元テトリスにはあ

まり馴染みがなかったものの，「要するにテトリス」とい

う理解が共有できたため，操作の学習を促進できた．テト

リスを知らない来場者も，そのシンプルかつ優れたゲーム

性からすぐにモデリング操作に慣れることができた． 

来場者が作成したモデルは必ずしも芸術性・機能性の観

点から優れたものであるわけではない．しかし実際に自分

がデザインしたモデルが 3D プリンタにより印刷されたも

のを手に取った来場者を観察すると，一様に感動を体験し

ているように見受けられた．三次元モデリングや 3D プリ

ンタを身近に感じることができる本ソフトウェアは，初心

者への教育用途に適していると考えられる． 

 

 

 

図 3 一般向けに本ソフトウェアを展示し体験するイベ

ントで来場者により作成された三次元モデルの例 

 

参考文献 
[1] Tetris 3D Modeler. 

https://sites.google.com/site/qurihara/home/t3dm 

[2] Kevin Werbach and Dan Hunter, For the Win: How Game 

Thinking Can Revolutionize Your Business, Wharton Digital 

Press, 2012. 

[3] Shari S. C. Shang, and Kuan Yu Lin, An Understanding of 

the Impact of Gamification on Purchase Intentions, In 

Proceedings of the Nineteenth Americas Conference on 

Information Systems, pp.1-11, 2013. 
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天体の地表の形状を活用したエンタテインメント・アート 

栗原一貴 マープロジェクトチーム  

津田塾大学 マープロジェクト  

kurihara@tsuda.ac.jp http://marproject.org  

キーワード:  衛星写真,  顔検出,  3D プリンタ 

 

1 はじめに 
1976 年に NASA の火星探査機が発見した Face on Mars 

[1]（火星の人面岩，図 1）は世間に衝撃を与えた．通常，

自然の作用のみによってこのような構造ができあがるこ

とは極めて稀であるため，人々のロマンをかきたてるエ

ンタテインメントとしての価値が生まれたと考えられる．

本研究ではこれに習い，顔検出技術，3Dプリンタ等の情

報技術を用いて天体の地表の形状を活用したエンタテイ

ンメント・アートコンテンツを「発見・再構成」した事

例を報告する． 

2 顔検出技術による人面状構造物の自動発

見 
衛星画像上の人面状構造物の発見については，従来は画

像を人手で目視することにより偶然行われる場合がほと

んどであり，効率が極めて悪かった．そこで我々は，近年

コモディティ化している画像認識技術を応用し，この自動

化を試みた． 

衛星写真データセットとして NASA Jet Propulsion 

Laboratory [2]のものを用いた．画像認識技術として Anime 

face detection [3], Brightness Binary Feature [4][5]，および最

新のパターン認識手法である deep learningを活用するアル

ゴリズムである Deep Convolutional Network Cascade for 

Facial Point Detection [6] お よ び DeCAF (A Deep 

Convolutional Activation Feature for Generic Visual 

Recognition) [7]を用いた． 

結果を図 2，図 3 及び図 4 に示す．図 2 は月の南極付近

から通称「グレイ」と呼ばれる宇宙人像と類似した人面状

構造物を発見した例である．また図 3は火星からミッキー

マウスのシルエットに類似した構造物を発見した例であ

る．また，発見した人面状形状について 3D プリンタを用

いて出力し，ろうそくやチョコレートなどに成形した「宇

宙みやげ」を試作した（図 5）． 

3 地表形状を用いた靴底 

月・火星等の地球外天体の地表形状を再構成し，3D プ

リンタで出力することでエンタテインメント性を付与し

た靴底を提案，試作した．具体的には，月面の地表形状か

ら足裏の健康に関わるツボの配置に合致する場所を検索

し出力したインソールをもつサンダル（図 6），および人の

顔に見える地形を出力することで足跡が人面岩になるア

ウトソールをもつサンダル（図 7）である． 

現在は目視によりツボの配置に合致する場所を検索し

ているが，顔検出技術と類似の画像認識技術を用いて，個

人の症状にあわせて対応できるツボ配置を自動検索し出

力するシステムとすることが今後の課題である． 

 

 

図 1 Face on Mars（火星の人面岩） ©NASA 

 

 

図 2 月から検出した顔状構造物 

 

 

図 3 火星から検出した鼠の顔状構造物 
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  .

 

      

図 4 その他の検出された人面状構造物の例 

 

 

図 5 発見した人面状形状を 3D プリンタで出力し成形

したろうそく 

 

 

図 6 起伏が足つぼの配置をとる月面地表形状を 3Dプ

リンタで再構成したインソールをもつサンダル 

 

 

図 7 人の顔に見える地形を出力することで足跡が人面

岩になるアウトソールをもつサンダル 

 

 

参考文献 
[1] Face on Mars. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Cydonia_(region_of_Mars)  

[2] NASA Jet Propulsion Laboratory.  

http://photojournal.jpl.nasa.gov/ 

[3] http://ultraist.hatenablog.com/entry/20110718/1310965532 

[4] Chang Huang et al., High-Performance Rotation Invariant 

Multiview Face Detection, IEEE Trans. Pattern Anal. Mach. 

Intell. Vol.29, No.4, pp.671-686, 2007. 

[5] http://libccv.org/ 

[6] Y. Sun, X. Wang, and X. Tang, Deep Convolutional 

Network Cascade for Facial Point Detection, In 

Proceedings of IEEE Conference on Computer Vision and 

Pattern Recognition (CVPR), 2013. 

[7] J. Donahue, Y. Jia, O. Vinyals, J. Hoffman, N. Zhang, E. 

Tzeng, T. Darrell, DeCAF: A Deep Convolutional Activation 

Feature for Generic Visual Recognition,  

http://arxiv.org/abs/1310.1531, 2013. 
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花札の絵柄のリユースデザイン 

 

清水 和輝 伊藤 弘樹  皆川 全弘 

拓殖大学 拓殖大学 拓殖大学 

s28632@st.takushoku-u.ac.jp k-itoh@id.takushoku-u.ac.jp mminagawa@ner.takushoku-u.ac.jp 

キーワード:花札,  遊戯史,  リユース 

 

1 研究背景 
花札は現在カードゲームとして一般的に遊ばれること

は少なくなってきている花札の絵柄は日本特有の動植物

が情景として記されており知名度は低くない．今でも国民

的人気を誇るキャラクターにより絵柄がオリジナルなも

のにリデザインされているほどである（図 1）．そのキャラ

クターたちもまた花札の絵柄の一部として入り込めば一

般的な花札の絵柄と違った独特な世界観に一変するので

ある．そのため，ほかのトランプやカードゲームにはない

日本ならではの遊戯である花札の絵柄に焦点をあて花札

をリユースし絵柄の魅力を引き出したコンテンツ制作を

目的とする．      

図１ジョジョと奇妙な花闘とポケモン花札 

2 研究方法 
 花札の絵柄から読み取れる色覚情報をもとに感情を表

現したイラストレーションを作成する．独特な絵柄が用い

られている花札にとってその色づかいもまた注目する部

分であり，色覚表現を元に感じられる感情を表現する．そ

れにより使用者が花札に抱いている感情を明確に読み取

る．花札が持っている独自な色の組み合わせでどのような

感情を抱くかを色彩感覚にまつわる先行研究について調

査し，花札の絵柄をリユースしイラストレーションとして

表現をする． 

3 調査と分析 

3－1 花札の構成と絵の分類 

 花札の絵柄は全部で 48枚 1月 4枚の 12ヶ月分で構成さ

れており，その絵柄 1つ 1つにそれぞれ意味がもたらされ

ておりモチーフが存在している．そのモチーフは一年を通

して全てが同じモチーフで構成されていると考えていた

が，それぞれの月で別のモチーフが存在する事がわかった．

江戸時代で当時詠まれていた詩であったり，百人一首の一

節であったり，当時の工芸品，掛け軸の絵柄を元にしてい

たりと様々なモチーフの由来が考えられているというこ

とが分かった． 

3－2 花札の絵柄の種類と由来 
江戸時代中期に使用されていた"手書き花札"では絵柄

の枠に金縁が採用されており，より高級感を持った絵柄に

なっているが絵柄自体は時折読み取りづらいものも存在

した．江戸時代後期の"武蔵野"は同じく手書きの花札では

あるが全体的な色づかいは暗めで構成されている．明治中

期から存在する"八八花札"は現在の花札により近い作品

となっている．現在遊ばれている花札のイラストとは細部

が異なっており，短冊に書かれている言葉がその絵柄が意

味している月になっている． 

3－3 花札とその絵柄の時代による推移 
花札の絵柄はどのカードもいたるところでリデザイン

され新しい絵柄もいくつか存在する任天堂から発売され

ている数種類の花札に着目すると昭和時代に作られた任

天堂の花札は和歌が取り上げられておらず普段はカス札

には描かれていない短冊が一枚描かれていることがある．

動物も豆狸が追加されており"八八花札"から図像の要素

が混入されている様子も見ることができる．花札の中には

特定のルールに使用するためにつくられる花札がある．京

阪神地域のローカルな遊戯法である"虫花"がそのルール

特有の専門札が花札屋で制作されている．牡丹と萩の 2紋

標を抜いた 40枚で構成された花札でそのような花札の場

合は絵柄もまた変わってくる．また徳島県で主に使われて

いた"阿波花"は本来の花札のイラストが独特にデフォル

メを施しており非常に魅力的である．その為絵柄はそれぞ

れ一様に同じと言う訳では無く地方によって絵柄の雰囲

気が変わっておりそもそも絵柄の物自体が別物になって

いるものも見受けられる．花札の絵柄は時代によって移り

変わりがとても激しくその時代の特色やルール，地方の雰

囲気により大きく変わっている様子を見ることができる． 

4 今後の計画と課題 
作成したイラストがさらにほかの商品にも応用して使

うことにより更に花札の魅力をどう引き出すかの検討を

する．花札の独特な描き方を特徴にとらえたイラストレー

ションに注目して作成する． 

参考文献 
[1] 江橋祟, “花札” ,法政大学出版局, ものと人間の文

化史 167, 2014. 

[2] 一 之 瀬  武 志 ，“ 新 し い 花 札 入 門 ” 

http://www5d.biglobe.ne.jp/~sak/hanafuda/atarasi

i_hanahuda_nyuumon_7.pdf (2015/6/12閲覧) 

[3] 池 間  里 代 子 , “ 花 札 の 図 像 学 的 考 察  A 

Consideration of the Iconography of Japanese Playing 

Cards (Hanafuda)” ，2009． 
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 CPU の性能を直感的に表現する図鑑の提案 

別府真之介 伊藤 弘樹 皆川 全弘 

拓殖大学 拓殖大学 拓殖大学 

s28661@st.takushoku-u.ac.jp k-itoh@id.takushoku-u.ac.jp mminagaw@ner.takushoku-u.ac.jp 

キーワード:  CPU,  図鑑,  マイクロプロセッサ 

 

1 背景と目的 
 IT 技術の進歩，とりわけパーソナルコンピュータ（以後

“パソコン”）の発達は著しく，1971 年にインテルから発

表された，世界初のマイクロプロセッサ インテル 4004

を皮切りに，高性能のマイクロプロセッサを搭載するパソ

コンが次々と発表されてきた． 

マイクロプロセッサのことを一般に，「Central Processing 

Unit」（以後“CPU”）と呼び，「中央処理装置（中央演算処

理装置）」とも呼ばれている．この CPUが，コンピュータ

上で担う役割はごく一部であり，各装置の制御やデータの

計算・加工を行う頭脳の役割を持つ．また，CPU は，20

世紀の終わりごろから，パソコンと供に急速に普及してき

た．そして，現在におけるパソコンの世帯普及率では 7割

を超えるまでに至っている［1］. 

 通常パソコンを購入する際，CPU についての表示が必

ず存在する．これは，パソコンに CPU が組み込まれ，性

能判断の基準の 1つとして扱われている証明である．しか

し，種類や性能として表示されている数値等の違いが，パ

フォーマンスにどれだけの差を及ぼすのか，詳しくはわか

らない． 

このような点を解消するため，本研究では，CPUへの関

心や理解の喚起を目的とし，写真やイラストレーションに

よりわかりやすく知ってもらう図鑑として提案する．図鑑

は，図や写真を使用して事物を解説するため，視覚による

直感的な判断が期待できる．また表現方法として，数値等

のよる性能の比較だけでなく，CPUの性能を世界の超高層

ビルに例えることなどで，親しみやすく，より多くの人に

CPU について興味を持ってもらうきっかけを作る狙いが

ある． 

ここで扱う図鑑とは,図や写真を中心にして事物を解説

するものである．事典は,解説の中心が図や写真にあるとは

限らず,事物を表す言葉を解説するものである（図 1） 

表現方法の例として,インフォグラフィックスをあげる

（図 2）インフォグラフィックスは情報を直感的にわかり

やすく,図を用いて表現するものである．そのため文章によ

る説明は極力避ける傾向にある．しかし,文章による説明を

加えることによって,より詳細な情報を見た者に与えるこ

とが可能である．簡単に理解できる情報で注意を引き,文章

で更に詳しい解説を得るという,一連の流れを想定し,事典

でもなく,インフォグラフィックスでもない,図鑑を提案す

る． 

 

 
 

 

 

図１ 図鑑と事典との比較  

世界で一番美しい人体図鑑, 三村明子, 株式会社エクスナ

レッジ,2011（上） 

図解解剖学事典 , 石川春律 , 廣澤一成 , 株式会社医学書

院,1983（下） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2 インフォグラフィックスの例 

記録で見る富士山, フジヤマ NAVI 

http://www.fujiyama-navi.jp/infographics/record/ 
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2.研究方法 

CPU に関する調査を行う．種類や装置としてどのよう

な特徴があるかを明らかにする．同時に，CPUに対しての

関心や理解度の事前調査し，問題点を浮き彫りにする．調

査によって得られた情報を基に，構成を模索し，図鑑制作

を行う．制作した図鑑を見せた際に，CPUへの関心や理解

度の変化に対する調査をする． 

 

3.調査分析 

CPUの基本性能を決定するものとして，主に 2つの要素

がある．1 つは MHz や GHｚ というように処理能力を表

す「クロック数」，もう 1つは，1度に処理できるデータの

量を表す，16 ビット，32 ビット，64 ビットというような

「ビット数」である．例えば，クロック数が 1GHzの場合，

1 秒間に 10 億回，規則正しい信号を発する．CPU はこの

信号に合わせて処理を行うため，信号を発する回数が多い

ものほど，より多くの処理を行える．ビット数が 16 ビッ

トである場合，0～65,535まで，32ビットである場合は，0

～4,294,967,295 までの数字を一度に扱うことが可能であ

る［2］. 

しかし，CPUの性能はこれら 2つだけで決まるものでは

ない．他の要因として，マルチスレッドとマルチコアとい

うシステムがある．これは，プログラムが複数のスレッド

を同時に実行し，複数の CPU に処理を割り振ることがで

きる．分散処理することで効率化され，処理速度が上昇す

るため，同じクロック数，ビット数であってもマルチプロ

セッサの方が高性能といえる［3］.2005年に発表されたデ

ュアルコア以降，マルチコア化による性能向上の方向にシ

フトしている．例えば，インテルの Core i3 や i7 では 1つ

の CPU を擬似的に 2 つに見せかけ，同時に 2 つのスレッ

ドを処理する，ハイパースレッディング・テクノロジー

（HTT）が採用されている． 

ほかにも CPUには複数の種類がある．インテルの Core i 

シリーズ，Xeon， Core 2， Pentium， Celeron，などで

ある一方，AMDには，Opteron， FX， Athlon，  Fusion，

といったものが上げられる AMD の特徴として，CPU に

GPU 機能を搭載したプロセッサを APU と呼ぶこと，イン

テルと同等の性能でも価格が安いことが上げられる．これ

らの種類はさらに細かく分かれており，性能も大きく違う． 

 しばしば,core i シリーズは世代別として,マイクロアー

キテクチャの名称で呼ばれることがある．マイクロアーキ

テクチャとは,CPU の思想設計や基本設計のことを指す．

この設計の違いで世代がわかれている．これらの違いに,

興味をもってもらえるよう解説するとすれば,江戸時代の

徳川家将軍に例えてみてはどうかと考えた．初代将軍

Nehalem（家康）の思想設計の基,core i（江戸）幕府が誕生

した．Coreアーキテクチャ（豊臣家）に台頭し天下を握る

に至る．その後,core i幕府は世襲制をとり,第 2世代のSandy 

Bridge（秀忠）に core i幕府を託す．などのように,ストー

リー仕立てで解説を行う方法も模索し,検討する． 

4.今後の計画と課題 

 引き続き CPUについて調査を行っていく．その後，CPU

への理解や関心などの調査を実施する．これらを踏まえて，

図鑑の構成を模索していく．制作された図鑑を見て，直感

的にわかりやすいか，CPUに対する興味の変化はあったの

か等，アンケート調査を行い，有用性の検証をする． 

 

参考文献 

［1］総務省 “総務省｜平成 25年版 情報通信白書｜主な

情 報 通 信 機 器 の 普 及 状 況 （ 世 帯 ）”

http://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/h25/html

/nc243110.html ,2015.7.6 

［2］坪山博貴 “CPUの謎 CPUのなかで何がおこなわれ

ているか？” ソーテック社,2005 

［3］枝廣正人,黒田一郎 “組み込みプロセッサ技術” CQ

出版株式会社,2009 
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AED を理解するマルチメディアコンテンツの提案

横山　裕己
拓殖大学
s28677@st.takushoku-u.ac.jp

キーワード ： AED、 意識調査、 使用率

伊藤　弘樹
拓殖大学
k-itoh@id.takushoku-u.ac.jp

皆川　全弘
拓殖大学
mminagaw@ner.takushoku-u.ac.jp

１．はじめに
　自動体外除細動器 （以下 AED） とは、 心臓が心室細

動を起こし、 心肺停止となった場合、 心臓に電気ショックを

与えて、 心臓の動きを正常に戻す医療機器である [ 図 1]。

2004 年以前は AED の使用は医療行為とみなされ、 ①医

師、 ②医師の指示の下での看護師、 ③救命救急士の使用

に限定されていたが、 それ以降は厚生労働省の通知により、

非医療従事者も AED の使用が可能になり、 駅や空港等の

公共施設で設置され、 目にする機会も多くなった。 しかし、

2010 年の時点で AED が必要であったと思われるケースでの

未使用事例が 2 万件余りとなり [1]、 その原因として、 一般

市民の AED に対する理解度が足りていない事が原因だと考

えられる。

　そこで本研究では、AED を身近な物として捉え、多くの人々

と知識を共有することにより、 緊急時に躊躇することなく適切

な処置を施せるよう理解する事ができるマルチメディアコンテ

ンツの制作を目的とする。

	 　　　　　図 1. フィリップス社製	AED

２．研究方法
　AED や救命活動の講習を受けるなどして、 AED の使用方

法と注意事項を調査すると同時に、 AED の現状と問題点も調

査する。 また救命活動の際には心肺蘇生法 （以下 CPR） も

重要な要素として調査する。 その後、 AED の使用方法と注意

事項に焦点を当て、 公共施設での使用を想定した動画として

作成し、 動画を見せる前と見せた後それぞれにアンケートを

取り、 意識の変化の調査を行うと同時に、 どのような手段で動

画を公開するのが効果的か調査する。

３．AEDの仕組みと意識調査
　	AED には二枚のパッドが付属されており、 それぞれ所定

の位置へ貼ることによって、 電気ショックが必要か判断し、

必要と判断された場合はスイッチを押して電気ショックが開始

される。 この時、 傷病者の体には決して触れない事、 体が

ぬれている場合は、 乾いた布等で拭き取る、 AED が近くに

無い時は心臓マッサージを続けるといった注意事項がある事

が分かった [ 図 2]。

	 　　　図 2.　AED の使用状況の図

　文献調査の結果では、 2011 年度の意識調査では AED の

認知率は 88.3％が知っていると答え、正しい使用方法を知っ

ていると答えたのは 30.2％だった [2]。 また、 同年度に行わ

れた AED の普及状況の研究では、 AED の販売累計台数は

述べ 38 万 3247 台、 2004 年度時点での累計台数は 7151

台だった [3]。 しかし、 2010 年度の統計で、 心肺停止の時

点が目撃され、 一般市民が応急処置を実施した件数は 2 万

2463 件。 この内、 AED を使用した件数は 667 件。 一般市

民によるAEDの使用率は3.0％であった。AED設置が始まっ

た翌年の 2005 年の心肺停止の時点が目撃され、 一般市民

が応急処置を実施した件数は 1 万 7882 件。 この内、 AED

を使用した件数は 46 件。 一般市民による AED の使用率は

0.3％であった [1] 事を考えると、 急速に普及はしているもの

の、 依然として AED の使用率は低いままなのが現状である。

４．まとめ・今後の展開
　AED の使用方法と注意事項、 現状と問題点について調

査した。 今後の課題として、 更なる調査を踏まえて動画を作

成し、 アンケートを実施する。 そのために、 AED について

更なる資料の追加と AED の使用事例をピックアップすると同

時に、 動画作成の手法と公開する手段として YouTube 上で

公開する、 電車の中吊り広告として検索キーワードを掲載す

る、 政府広報のＣＭという形で公開するといった仮説を立て、

効果的な方法の検証を行う。

　
参考・引用文献
　[1] 総 務 省、” AED( 自 動 体 外 式 除 細 動 機 ) の 増

設、 適切な管理等	-	 総務省 ” www.soumu.go.jp/main_

content/000215747.pdf

　[2]	ライフネット生命保険	"AED と救急医療に関する意識

調査	-	 ライフネット生命保険 "	www.lifenet-seimei.co.jp/

newsrelease/2011/3188.html	2011.03.30

　[3] 近藤久禎” AED の普及状況に係わる研究”、 aed-

hyogo.sakura.ne.jp/wpm/archivepdf/23/2_11a.pdf	2012.03
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3D スキャンを活用したアート作品制作手法について 
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1 1 1 1 研究動機研究動機研究動機研究動機    

かつて 3D スキャンを行うには、Artec 社等の高額な専用

機を必要としていたが、PrimeSense 社のセンサーを搭載し

た Microsoft 社 Kinect V1 や Asus 社 Xtion Pro Live 等の

デバイスにより、計測精度の面では専用機に劣るものの、

比較的安価かつ簡便に立体物の標本化が行えるようにな

った。そこで、本研究では、Xtion Pro Live および編集ツ

ールとして Artec Studio 9.2 を用いて、計測データをア

ート表現手段として活用できる方法を探ってみた（図 1）。

本稿では、それらの制作事例を報告する。 

 

図１ スキャン作業風景 

 

2222    人体の全身人体の全身人体の全身人体の全身スキャンスキャンスキャンスキャン    

 

図 2 全身標本データ 

 

まずはスキャン精度の確認作業を行った。3 ㎜～1 ㎝程

度の解像度であるため、1/6 スケールのフィギュア程度の

大きさでは物体の認識自体不安定であった。人体程度の大

きさであれば細部の再現性は低いものの、撮像されたテク

スチャマップを適用すれば主観的な印象としては被写体

そのものと言える程度の標本データが得られた（図 2）。 

しかしながら、このデータをそのまま作品素材として用

いてもデジタル写真のコラージュのようにしか見えない

ため、CG らしさを強調化するため、あえてマップを適用せ

ずに彫刻像のようなイメージで制作した (図 2) 

3D スキャン特有の有機的なリアル感と CG の無機的な質

感が相まって独特の雰囲気が醸されてはきたが、再現しよ

うと思えば、現実世界でも物理的に可能なルックであると

もいえるので次なるアプローチを探ってみた。 

 

 

図 2 群像 

    

3333    標本標本標本標本データデータデータデータの積極的の積極的の積極的の積極的変形変形変形変形加工処理加工処理加工処理加工処理    

 

図 3 人花 
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次に積極的に標本データを変形加工するアプローチを試

みた。全身スキャンを組み合わせて花弁と葉を制作した。

花弁は極端な平滑処理等を加え。葉はデフォーム処理によ

って開く様子の動きを表現した。人型の面影が残る不思議

な印象の作品となった。 (図 3) 

しかしながら、過度な変形加工はスキャンという行為や

標本データの存在を代替可能な制作過程の一部にしてし

まう結果となった。つまり、被写体の匿名性が高くなり、

必然性が希薄化してしまうのである。そこで次に被写体の

実在性の痕跡が残るような形でのアプローチを試みた。 

 

4444    標本データの質感処理標本データの質感処理標本データの質感処理標本データの質感処理 

 

図 4 氷山雪人 

 

基本ポーズや形状は可能な限り処理を行わず、マテリア

ルを異質なものに差し替え、標本データを配置するその環

境や状況の方を積極的に変形加工するというアプローチ

で制作した。 

まずは立膝状態をスキャンして、それを雪山の頂に配置

し、女神像とも自然物ともいえないイメージを描出してみ

た。（図 4） 

この成果によって、一定の様式を獲得したと判断し、こ

のアプローチを基本様式と定めて本制作に取り組んだ。 

 

5555    成果とまとめ成果とまとめ成果とまとめ成果とまとめ 

 

図 5 全身スキャン過程 

 

作品のコンセプトを「現実幻想」と定め、自分自身の身

体を作品モチーフとし、きらびやかな古典的 CG のビジュ

アルイメージでレンダリングすることとした。まず全身ス

キャンを行った。その際、足元にレフ板を設置して、セン

サー反応を無効果した。このことにより被写体とその接地

面をスキャン段階で分離することができた(図 5) 

 

 

図 6 スキャンデータの編集 

 

そして、中間ファイルを 3dmax 上に展開し、形状の修正

加工を行った。次いで標本データの輪郭線を強調するため

マテリアルを加算処理によるイルミナティックなイメー

ジに設定し、背景シーンをプロシージャルモデルなどで作

成した (図 6)。 

 

最終的なカラコレ調整を行い、3 枚の組作品としてファ

イナルイメージが完成した。 

二つの自己肖像を左右に配し、中央に葛藤するエゴを配

した。自分の将来や過去、清らかな世界と濁った世界など

対照・対立的な事物について、悩みながらも決断しなけれ

ばならない心理的葛藤感を表現した作品である。 

標本化による生々しいリアル感と CG による抽象的なイ

メージが肉体性、存在性、精神性といった本作品のコンセ

プトを表現できた（図 7）。 

なお本作は 2014 年佐賀大学コンテンツデザインコンテ

スト 学生部門 入選という評価を得ることができた。 

 

 

 

図 7 実存のための選択肢 
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4K 映像による久留米絣のデジタルアーカイブ化に関する研究 

野上 晋太郎 金大雄 石井 達郎 

九州大学 九州大学 九州大学 

1DS12194N@s.kyushu-u.ac.jp          dwkim@design.kyushu-u.ac.jp tatsuro@design.kyushu-u.ac.jp  

キーワード:   4K,  デジタルアーカイブ 

 
1.研究背景  
□昨今、伝統工芸の後継者不足が問題視されている。伝統

工芸品産業（繊維製品）の推移のグラフによると伝統工芸

に関する企業数、従業者数は約３５年間で３分の１ほどに

なっている。（図１参照） 

 
図 1. 伝統工芸品産業（繊維製品）の推移[2] 

 
2.研究目的  
	 その理由の一つとして日本人の伝統工芸に対する興味、

関心が薄いということが挙げられると考えられる。そこで

伝統工芸に対する興味、関心をもってもらうために伝統工

芸を魅力的に伝えるデジタルアーカイブの制作を行う。こ

の研究では伝統工芸品を魅力的に伝えるために 4K 映像を
用いりたい。４Ｋ映像は高解像度なため、フル HD映像を
視聴する場合の約半分の距離まで近づいても画面の粗さ

が気にならないという特徴がある。伝統工芸のデジタルア

ーカイブ映像では伝統工芸師の繊細な手元の作業映像が

よく使われる。また、伝統工芸品そのものの物取り映像も

多く用いられる。それらの映像を４Kで撮影することで伝
統工芸師の作業の繊細さや伝統工芸品の質感をより魅力

的に表現することが出来ると考えられる。そこで 4k 映像
による伝統工芸のデジタルアーカイブ化に関する研究を

しようと考えた。 
 
3.久留米絣  
	 久留米絣（くるめがすり）は、福岡県久留米市および周

辺の旧久留米藩地域で製造されている絣である。実際に研

究協力先の留米絣の会社の工場に事前取材に行ったが一

つ一つの行程の作業の繊細さ、久留米絣自身の持つ質感に

魅力を感じ取ることができた。（図２参照）また、その研

究協力先の社長さんの話によると昔は２００近くあった

久留米絣の工場の数が現在３０前後まで減少したらしい。

このような久留米絣の衰退の背景や、4K 映像でのデジタ
ルアーカイブ化にふさわしい魅力を感じたということか

ら久留米絣を研究対象として選択した。 

 
図２.事前取材時の工場の様子と久留米絣を用いた製品 

 
4.研究内容  
4−１	 事前研究、調査 
	 NHKアーカイブスによるデジタルアーカイブ映像、４K
を用いた映像等の鑑賞による 4K 映像によるデジタルアー
カイブ映像に有効なカット、撮影法、照明等の研究を継続

的に行っている。実際に研究協力の許可をもらっている久

留米絣の会社の工場に行き制作行程の見学や社長さんと

の対話による実態調査や事前取材を行った。 
4−2	 ４K映像システムによる撮影、編集、上映 
	 CineAltaの 4KカメラであるPMW-F55を用いて撮影し、
Adobe Premiree Pro CCを用いて編集し全て４Kによる映像
システムで撮影、編集を行う。最終的には 4K 対応のプロ
ジェクターを用いて完全 4Kの状態で上映を行う。 
4−3	 実証実験  
	 HD にダウンコンバートさせた作品と４K で書き出した
作品の主観評価（印象評価のアンケート等）、客観評価（脳

活動計測や心拍、呼吸等の整体信号計測等）による比較分

析を行う。 
 
5.まとめ  
	 これらの研究、評価方法を参考に 4k 映像による伝統工
芸のデジタルアーカイブ化の有用性について検証する。現

在、撮影にはまだ入っておらず事前の研究段階である。随

時進めていきたいと考えている。この研究によって得られ

た成果に基づき伝統工芸の衰退等の問題の解決に貢献し

たい。 
 
参考文献  
 [1]立教大学現代心理学部映像身体学科(2008)	 	 「超高
精細映像技術を応用した映像表現手法とコンテンツ開発

に関する映像身体学研究」 
[2]http://www.meti.go.jp経済産業省製造産業局 伝統的工
芸品産業室	 「伝統的工芸品産業をめぐる現状と今後の振

興施策について」  
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ラフ集合によるロゴタイプ・マーク構成要素の分類に基づいたモー

ショングラフィックスの生成 
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キーワード:  ロゴタイプ・マーク，  モーショングラフィックス，  自動化 

 

1 はじめに 
現代企業において，伝達作業（コミュニケーション）は

経営技術の上でもっとも重大なものであり．販売戦略にあ

わせたコミュニケーション戦略が必要となる．この戦略の

第一歩がコーポレイト・イメージであり，コーポレイト・

イメージの基礎はトレードマークから始まる．マークやシ

ンボルは商品の質の保証や，会社の規模や内容をアピール

するための重要な手段である． 

さらに近年では，インターネットの普及によりメディア

の多様化が進み，誰もが気軽に多くのメディアに接するこ

とができるようになった．そのような中で，企業は効果的

な広告のあり方を模索しなければならない時代であると

言える． 

そこで本研究では，映像メディアに注目し，企業のロゴ

からロゴアニメーション（モーショングラフィックス）を

自動で生成する技術を開発することを目的とする．すでに

存在するロゴを感性評価により分類し，さらにモーション

に関する感性評価も同様に行うことで既存のイメージを

崩すことなく，最適なモーショングラフィックスを自動で

生成する．  

 

2 関連研究 
ロゴマークの形状から受ける印象については，宇佐美ら

[1] が分析を行っている．宇佐美らは，300 社以上の企業

ロゴを調査し，円形，四角形，対称的，直線的，および動

物のモチーフ，以上の 5 つの基準でロゴを分類した．そし

て，5 つの仮説を設定し，アンケート調査を行った．その

調査の結果，以下 5 つの結論を出している． 

（1） 円形のロゴマークは安心感を与える． 

（2） 円形のロゴマークは女性的なイメージを与える．  

（3） 正六角形のロゴマークは高級感を与える． 

（4） 非対称性のあるロゴマークは新鮮なイメージを与

える． 

（5） 対称性のあるロゴマークは伝統的なイメージを与

える． 

しかし，宇佐美らの研究ではロゴマークの分類を行って

おり，ロゴタイプや配色に関しては考慮されていない．し

たがって，本研究ではロゴマークの分類結果に加え，ロゴ

タイプ，および配色の調査を行い，3 つの要素を用いロゴ

を分類する． 

 

3 ロゴタイプから受ける印象調査 
ロゴタイプは線の太さ，字間，フォントにより受けるイ

メージが変わってくる．文字の線の太さの加減により，繊

細さから力強さ，女性的から男性的なイメージへ変化する

（図 1）．字間は狭ければ元気や活気，広ければ落ち着きや

おおらかさを与える（図 2）．フォントは，角の丸みや，文

字の幅，形などによってイメージが変わる．与えたいイメ

ージに合わせフォントを選択，または既存フォントをアレ

ンジする，新たに作る，手書きの文字を利用する場合もあ

る [2]． 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1．文字のウェイトによるイメージの変化 [3] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2．字間によるイメージの変化 [3] 
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４ 配色から受ける印象調査 
配色が与えるイメージは，3 つの要素の中で最も大きい

のではないかと考えられる．色の持つイメージ，視覚効果，

および組み合わせや配分によって生れる効果など様々で

ある（図 3）．配色に関しては，すでに良いとされるルール

があり，ロゴをデザインする際にはデザイナーが企業・商

品イメージにあった最適な配色を行っていると考えられ

るため、本研究でも配色のルールにそって分類を行う[4] 
[5]． 

図 3．配色により与えるイメージの例 [4] 

 

5 モーションから受ける印象調査 
3 つの要素により分類されたロゴに最適なモーションを

加えるためには，それぞれのモーションが持つイメージも

調査する必要がある． 

一口にモーションと言っても，直線的な動き，曲線的な

動き，動きのスピード，画面の中への表れ方など様々であ

る．例として，フェードインは映像や音楽がゆったりと迎

えるため，余裕や落ち着き，ディゾルブは回想，時間経過

など効果があるといわれている． 

モーションに関しては，現時点で理解が不十分であるた

め,引き続き調査中である． 

 

６ 現在の研究成果と今後の計画 
現在，オブスキュアインクによるロゴデザインの分類 

[6] を参考として，それに加えてロゴマーク，ロゴタイプ，

および配色の 3 要素の印象調査に基づき，ロゴの分類を行

っている．これにより，業界別によるロゴの傾向があるの

かが明らかにできる．次に，分類したロゴの構成要素のそ

れぞれが，見ている人にどのような印象を与えるのかを 7
段階 SD 法のアンケートにより調査する．また，ロゴの構

成要素のそれぞれがどの程度印象に関与するのか，すなわ

ち，構成要素間の印象に対する優先順位はどのようになっ

ているのかを，ラフ集合を用いて明らかにする．これによ

り，個々のロゴに対する「印象」と，その印象に対するロ

ゴの「構成要素の優先順位」を明らかにすることができる

[7] [8] [9]． 

同様の調査を，画面中のオブジェクトの動き（モーショ

ン）に関しても行う．モーションの構成要素に関して，ロ

ゴと同様の調査を行い，モーションに対する「印象」と，

その印象に対するモーションの「構成要素の優先順位」を

明らかにする． 

上記の調査から明らかとなったロゴの印象とモーショ

ンの印象でマッチングを行い，同じ分類に属するロゴのベ

クターデータとモーションパスデータを組み合わせるこ

とによって，ロゴのモーショングラフィックスの自動生成

を行う．自動生成システム上では，ロゴの構成要素の「重

み」パラメータなどを変化させることによって様々なモー

ショングラフィックスを自動生成できるようにし，ユーザ

制御による編集も可能とする予定である． 

 

7 まとめと今後の課題 
本研究では本研究では，調査，分析，分類に基づき，企

業・商品ロゴからロゴアニメーション（モーショングラフ

ィックス）を自動で生成する技術を開発することを目的と

した． 

ロゴタイプ・マークの印象とモーションの印象でマッチ

ングを行い，ロゴのモーショングラフィックスを自動生成

するという，全く新しい技術を開発する点が特色である．

このシステムでは「完全自動化」を目指すのではなく，デ

ザイナーにモーショングラフィックスのテンプレートを

提示するような形として，ポストプロダクションとしてデ

ザイナー自らが微調整を行えたり，パラメータを変更する

ことで違ったパターンのモーションを生成したりするこ

とができるようにすることで，デザイナー支援ツールとし

ても活用できるようになる点が，本研究の意義である． 

今後は，モーションの印象調査を継続して行い，モーシ

ョンに関する理解を更に深める必要がある．7 段階 SD 法

のアンケートおよびラフ集合による解析の実施、そのデー

タに基づき，実際にロゴとモーションのマッチングを行う

必要がある． 
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主要 5 因子性格を基にした２次元アニメーションの笑顔のシミュレ
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キーワード:  表情筋,  主要 5 因子性格，笑顔のシミュレーション 

 

1 はじめに 
近年，CG における人間表現の写実性は数十年前に比べ

遥かに進歩し，特に最新の映画やゲームに応用される CG
技術は実際の俳優が演じるものと見紛う程までに写実的

な 水 準 に 達 し て き て い る ． さ ら に ， NPR
（Non-Photorealistic Rendering）の分野で研究されてい

た「セル画調」のレンダリング技術が進化を遂げ，現在で

は商用コンテンツに利用されるようになってきている．商

用コンテンツでは，3 次元上でキャラクタなどをモデリン

グし，レンダリングの段階でセル画調にするという手法を

取る場合が多い．そのため，キャラクタに表情をつける作

業は 3 次元で行われ，その際に利用されるのは 3 次元の表

情筋に基づいたコントロールポイントの配置と重み付け

であることが多い． 

  しかしながら，3 次元キャラクタモデルにおいてはリア

ルな表情が生成できる「表情筋」のモデルであっても，2
次元のアニメーションにした場合にそれが「2 次元のアニ

メーションとして好ましい表情」だとは必ずしも言えない．

いわゆる，「不気味の谷」と呼ばれる現象が存在する [1] ． 

  そこで本研究では，5 因子性格検査理論 [2] を基に分類

した「5 つの性格」と人間の表情筋を関連させ，さらに「2
次元アニメーションのための表情筋」を開発することを目

的とする．すなわち，「笑顔」を題材として， 5 つに分類

された性格によって笑顔になる際に動く表情筋が違うの

か（笑い方が違うのか），違うとしたら性格によってどこ

の表情筋が動くのかを実験を通して明らかにし，さらに 2
次元アニメーションにする際に必要となる表情筋のモデ

ルを 3 次元で開発する．これにより，3 次元キャラクタモ

デルを使用して 2 次元アニメーションを生成する際，クリ

エイターが制御しやすい表情筋を作り出すとともに，キャ

ラクタ設定さえできていれば，キャラクタの性格によって

笑顔を自動でシミュレーションすることも可能となる． 

 

２ 「不気味の谷」現象に関する研究例 

 「不気味の谷」現象とは，「ロボットがどれほど人間に

似ているかという尺度と人間がロボットに抱く親近感を

観察した場合，最初ロボットが人間に近づけば近づくほど

親近感は増すが，ロボットが人間にかなり近づいたところ

で急に親近感が負になる」現象のことである[1]．ロボット

工学などの分野で提唱され始めたこの現象は，脳科学や認

知科学の領域で盛んに議論されるようになり，近年では

CG 分野での人間表現においても研究対象となっている 
[3] ． 

上記のアンドロイドサイエンスの研究が示したように，

CG の人間表現に見かけや動きが伴っていないと，違和感

を感じるようになる．すなわち，人間に近い完全な見た目

と動きが求められることとなり，3 次元 CG のキャラクタ

にも人間に近い完全な見た目と動き，表情が求められるよ

うになる．しかしながら，このようにして開発された 3 次

元キャラクタ用の表情筋で生成した表情変化を 2次元のセ

ル画調にレンダリングした場合，2 次元キャラクタの表情

としては好ましくない場合もある．なぜならば，2 次元ア

ニメーションにおけるキャラクタは，顔のパーツがデフォ

ルメされているなど，2 次元特有の表現が施されている場

合も多く，リアルな人間の表情筋を当てはめること自体が

不自然であると考えられるからである．このようにして生

成された「不自然な 2 次元キャラクタの表情アニメーショ

ン」を本研究では，「不気味の谷」と定義する． 

本研究では，「笑顔」を題材として， 5 つに分類された

性格によってどこの表情筋が動くのかを明らかにし，さら

に 2次元アニメーションにする際に必要となる表情筋のモ

デルを 3 次元で開発する． 

 

３ 2 次元アニメーションのための表情筋開発 
2 次元アニメーションのための表情筋を開発するために，

以下の手順で実験，および実装を行う． 

まずはじめに，実際の表情筋を文献などを参考に抽出を

行った．表情筋とは，人の顔に存在する筋肉で 30 種類以

上あり，相互に作用し合い人間の複雑な表情を作り出して

いる．その中でも笑顔に関係してくる表情筋は大胸骨筋，

頬筋，口輪筋の 3 種類であることがわかった． 

次に，5 因子性格検査理論の 5 つの性格因子が異なる被

験者の顔にマーカーをつけ，実際にバラエティ番組などを

見せ，笑顔を撮影する．その映像を基に 3 次元 CG キャラ

クタの笑顔を生成し，表情筋の動きを観察する．なお，5
因子性格検査理論における 5 つの性格因子とは，表 1 の通

りであることがわかった． 

そして，商用コンテンツにおけるアニメーションのキャ

ラクタを収集し，キャラクタ設定における性格と笑顔の違

いを参考にし，2 次元キャラクタの表情筋の特徴を抽出す

る． 

最後に，これまでに明らかになった特徴を分析しながら，
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独自の「2 次元アニメーションに必要となる表情筋モデル」

を開発する． 

 

表 1．5 つの性格因子 

主要 5 因子性格 下位パーソナリティ 

神経症傾向 悲しみ 

外向性 活動的 

開放性 発想的 

調和性 優しさ 

誠実性 真面目 

 

４ これまでの成果 
表情筋の動きを観察するための準備段階として，現在

CG キャラクタを制作し，表情筋のコントロールポイント

を生成中である．「実際の人間の表情筋（図 1）」と「2 次

元アニメーション時に動かす部分（図 2）」に別けて制御用

コントロールポイントを配置している． 

 

 

図 1．リアルな人間の表情筋ポイント 

 
図 2．2 次元アニメーション時に動かす部分 

５ 今後の課題 
本研究では，5 因子性格検査理論を基に分類した「5 つ

の性格」と人間の表情筋を関連させ，さらに「2 次元アニ

メーションのための表情筋」を開発することを目的とした．

すなわち，本研究では「笑顔」だけを対象として， 5 つに

分類された性格によって笑顔になる際に動く表情筋が違

うのか（笑い方が違うのか），違うとしたら性格によって

どこの表情筋が動くのかを実験を通して明らかにし，さら

に 2次元アニメーションにする際に必要となる表情筋のモ

デルを 3 次元で開発する．これにより，3 次元キャラクタ

モデルを使用して 2 次元アニメーションを生成する際，ク

リエイターが制御しやすい表情筋を作り出すとともに，キ

ャラクタ設定さえできていれば，キャラクタの性格によっ

て笑顔を自動でシミュレーションすることも可能となる

であろう． 
今後の課題としては， 

1. 5 つの性格因子が異なる被験者の顔にマーカーをつけ，

実際にバラエティ番組などを見せ，笑顔を撮影する実

験を行うこと 
2. その映像を基に 3 次元 CG キャラクタの笑顔を生成し，

表情筋の動きを観察すること 
3. 商用コンテンツにおけるアニメーションのキャラクタ

を収集し，キャラクタ設定における性格と笑顔の違い

を参考にし，2 次元キャラクタの表情筋の特徴を抽出

すること 
4. 双方の特徴を抽出し，独自の「2 次元アニメーション

に必要となる表情筋モデル」を開発すること 
が挙げられる． 
 
 
参考文献 
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３６０度動画における印象に影響を及ぼす要素の研究 
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1 背景 
 360 度動画とは，一定方向のみ撮影する通常の映像と
は異なり，上下左右全方位を撮影し合成することによって
全周の閲覧を楽しむことのできる映像である． 
 身近な 360 度コンテンツとして，Google のストリート
ビュー [1] などが挙げられるが，撮影機材やアプリケー
ションの進化によって 360 度動画は普及しつつあり，
YouTube の再生対応 [2] やリコーの THETA [3] のよう
な民生機でも撮影可能になるなど，注目すべき分野である． 
 撮影方法としては，複数台のカメラ(図１)で全方位を分
割して撮影し，一枚の映像として合成する．この合成の作
業をステッチと呼び，基本的には専用のソフトウェア上で
行う．魚眼レンズのような 180 度以上の画角のあるレン
ズであれば，最低 2 台のカメラで 360 度の撮影が可能
である．しかし，精度の高い撮影をするには 6 台以上の
台数を使用して撮影しステッチというのがオーソドック
スな手法である． 

 
図 1． 360 度撮影に使用するカメラ 

 

2 本研究の目的 
 本研究では，360 度動画を使用した映像表現を行った
際に視聴者の印象がどのように変化するのかを検証する．
360 度動画は，周囲を見渡せるための展開方法（図 2）だ
けでもシームレスに画角を変えてことができ，360 度見
渡せる形だけでなくリトルプラネット（図 3）など平面上

に 360 度すべての情報を押し込んで，今までの撮影方法
にはない世界観のある映像をつくることが可能である． 
 パノラマ映像の歴史は古いが，360 度動画が生れたの
はごく最近の技術であり，VR としての先行研究[4][5]は
盛んに行われているが，映像作品としての研究はほとんど
されていない．しかし，今まで撮影で利用したレンズの画
角でレンズを向けた方向にしか表現出来なかった映像表
現が，後からでも自由にできるようになったということは
映像制作の手法に変革をもたらすことが期待できる． 
 そこで従来の映像と比較して，360 度動画の視聴者の
印象がどのように変化するか，また同一の 360 度動画で
展開方法の違いでも印象が変わるかどうか客観的に示す
ことを目的とし，このような心理学的研究を通して視聴者
の印象を数量的に読み取ることができれば，さらに 360
度動画の普及は進み，より良い映像作品を作り出されると
いうことが考えられる． 

 
図 2． 正距円筒図法による 360 度映像 

 

図 3． リトルプラネットによる 360 度映像 
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3 関連研究 
 視聴者に映像を呈示した評価研究には，藤田ら[6] の研
究例がある．藤田らは，52 名の被験者に対して映像表現
技法であるトランジションから視聴者はどのような印象
を受けるのかを評価するため，同一映像素材に対して複数
のトランジションを適用してその種類の違いが視聴者に
どのような心理的影響を与えているかを SD（semantic 
differential）法を用いて評価を行った．トランジションの
効果を因子分析法で分析した結果，トランジションの違い
によって視聴者に与える印象が変化することが明らかと
なり，同一の映像素材においても異なるトランジションを
使用することによって，好感度，インパクト度，明晰度と
いう３要因において視聴者の印象が明らかになった．この
研究のように 360 度動画の印象評価も SD 法による印象
評価を行えば客観的なデータを示せると考えられる． 
 

４ 今後の計画 
 本研究では 360 動画を使用した映像表現を用いた時，
視聴者の印象がどのように変化するかを検証し，より良い
360 動画を制作できる客観的な理論を示す予定である． 
 今後は，まず様々な被写体の 360 度動画を撮影しアー
カイブする．また，印象評価実験を行う際のどのような対
の形容詞で評価すべきか先行研究や既存の 360 度動画コ
ンテンツを参考に選定する必要がある．さらに，鑑賞環境
によって印象が変わるのかどうかも検討する予定である．
すなわち，360 度動画を鑑賞する環境として，視野角を
広く確保できる大型ディスプレイ（図 4）と，より没入感
を得られると想像できる HMD（Head Mount Display）（図
5）とでは，有意差があるのかないのか，あるとするとど
の程度なのか，などの検証を行う．  
 

 
図 4．大型ディスプレイでの鑑賞風景 

 

 

図 5．HMD（Head Mount Display）での鑑賞風景 
 

参考文献 
[1] Google マップ ストリートビュー：

https://www.google.com/maps/views/streetview?gl=j
p&hl=ja 
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[4] 和田和美：“360 度全方位動画コンテンツ作成と再生配

信及びアプリケーションの模索”，静岡文化芸術大学研
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超高精細映像コンテンツを用いた画角の変化による印象評価 
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1 はじめに 
	 本論文では、４K・８K といった超高精細映像の視聴に
際して、特に視聴距離による画角の変化によってもたらさ

れる印象を評価する。印象評価の手法については、主観的

な評価ではなく、意志とは関係なく反応する、生体反応を

計測して客観的な評価を行う。以下に詳細について解説す

る。 

２ 研究背景 
 近年、急速に超高精細映像の研究が進められている。総
務省は、放送サービスの高度化に関する検討会を行い、高

度な放送サービスを前倒しで実現することを検討してい

る。現行の放送サービスから、次世代のサービスに転換さ

れる日も近いのではないかと考えられる。 
	 また、国内テレビ台数出荷が低迷している一方で、４K
ディスプレイを含む、50型以上の大型液晶ディスプレイの
販売台数が伸びている傾向がある。これらを図２の図より

示されている。 

３ 研究目的 
	 以上に述べた背景より、今後超高精細映像は我々の身近

になってくると考えられる。超高精細映像が一般的に家庭

のテレビで見られるようになった際、現行のフル HD画質
で視聴するのと、同じ見方で良いのだろうか。超高精細映

像はわれわれにどんな印象を与えるのか評価し、視聴する

際の最適環境を考察する。 
４ 研究内容  

	 映像が持つ動きの要因・スクリーンからの距離、視聴画

角要因を変化させて実験を行う。被験者に地上波で放送さ

れる程度の、動きのある映像を視聴してもらい、生体計測

を行う。 
	 使用する映像コンテンツの内容としては、アクション映

画のような被写体が動く映像・ニュースのようなカメラが

動く映像・自然をゆったりと追ったネイチャー系・スポー

ツ中継など、多様なジャンルを用意する。 
	 視聴環境としては、先行研究[1]を参考にし、一般的なリ
ビングと同じ環境を

作り出そうと考えて

いる。現在のところ、

図２のような環境を

計画している。視聴

距離は、最適距離で

ある、0.75H を基準
とし、その前後で視

聴距離を設定する予

定である。 
 生体計測の手法と
しては、先行研究[2]をもとに、サーモグラフィ・心電図・
脳波の計測を検討している。具体的にどのような反応が得

られるか以下にまとめる。他にも様々な生体計測の手法が

あるが、生体計測の先行研究を参考にし、より信頼性があ

り、自身の知りたい反応が得られる方法に決定しようと考

えている。 

4 まとめ 
	 今後は、上記のように研究を進めて行こうと考えている。 
この研究によって、一般家庭で超高精細映像を視聴する際、

番組内容・目的によって、最も適した視聴距離の提案がで

きる。また、得られたデータを参考にして、iMAXといっ
た超高精細な映画を観る際、最も適した席の選び方も考察

できるのではないかと考えている。 
参考文献  
[1] Panasonic Corporation, Osaka City 「University Effect of 

display resolution on physiological and psychological state 
while viewing video content」, 2014 

[2] NPO国債総合研究機構（IRI）	 生体計測研究所「生体
計 測 の 種 類 」

http://www.a-iri.org/iri-jp/seitaikeisoku/keisokutype.pdf, 
2005 

図  1	 総出荷台数とサイズ別出荷台数  

出典：電子情報技術産業協会（JEITA）民生用電子機器国内出荷統計 

  図  2	 視聴環境の設定  
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10 秒スーラ 

カメラが普段視ている色鮮やかな日常 

渡邉 賢悟 伊藤 彰教  

渡辺電気株式会社 東京工科大学メディア学部 クリエイティブラボ  

kengo@wdkk.co.jp akinori@edu.teu.ac.jp  

キーワード:  点描画,  NPR,  ディジタルサイネージ 

 

1 はじめに 
 のちに印象派に分類される画家たちはアトリエの外に

溢れる光を作品に大いに表現することで，人々に鮮やかな

光の存在を印象づけた．中でも新印象主義の点描画は特に

理論的に光を表現する方法を追求した．シュヴルールの理

論を基盤に，スーラやシニャックを主とした画家が点描画

理論構築と保存に貢献した[渡邉, 2013, 109]．これらの作品
群の光の表現は，現代でもなお注目されている． 
 一方，近年における視覚表現に優れたモニタ，カメラ，

スピーカを備えたディジタルデバイスの普及がめざまし

い．特筆すべきは iPad をはじめとしたタブレット，また

様々な空間に設置されはじめたディジタルサイネージで

ある．これらのデバイスは宣伝広告やインタラクティブ性

のあるコンテンツなどの発信媒体 [Digital Signage 
Consortium, 2014][teamLab Inc., 2013]として著しい発展を
続ける一方，利用する環境・空間との融和，景観への貢献

という点においてさらに多くの可能性を含んでいる． 
 本研究では，モニタデバイスとそれを配置する環境・空

間の融合を目的とした映像コンテンツを作成する．カメラ

で取得した周囲の動画像特徴を用いて，映像をリアルタイ

ムで生成，デバイスを通して空間にフィードバックするシ

ステムを実装する． 
 今回はカメラを新印象主義画家の眼に見立て，空間がど

のように鮮やかに見えているのかを点描表現で示す．通り

かかる人にとってデバイスが空間を捉え直す新たな感覚

器になるような演出を考察する． 
 

2 構築するシステムの概要 
 本研究で構築するシステムの構成を以下の図 1 に示す． 

図 1. システムの構成 

なお，本研究では上記ブロック図の描画アルゴリズムに，

スーラの点描画法に基づいたアルゴリズムを採用し，モニ

タに映し出す NPR画像を出力する． 
 

3 点描処理の実装 
 スーラは筆触分割と呼ばれる純色と補色を分けて配置

する描法を採っており，物体色，太陽の色の各純色補色の

4つの点描を施しているのが特徴である[渡邉, 2013, 94-96]．
またスーラの特徴として，光の当たる明部陰影の落ちる暗

部を明確に 2分して描き分けている．加えて建造物，自然
物から人物に至るまで，物体形状を抽象化して捉えており，

ディテールは重要視されない傾向がみられる[同掲書 , 
111-114]．これらの点描に関する各知見を活用し，画面に
点描処理を施す．今回は渡邉らがスーラの作品解析から得

た点描画アルゴリズム[渡邉・宮岡, 2013]を用いる． 
上記のアルゴリズムを実装し，カメラの映像をもとにし

た新印象主義の特徴をもつ点描画を生成する．映像のカッ

ト単位は 10 秒とし，10 秒間で画面全体に点描を施す．点
描を行う位置は画面全体に対しランダムに決定する．この

時画面全体にまんべんなく点描が行き渡るようにするた

め，Poisson Disk Sampling法を用いて描画密度の均一化を
図る[Dunbar, Humphreys, 2005]．また筆触分割した 4種類の
点描を近傍に配置する必要があるため，描画位置 1点のサ
ンプリングにつき，その点を中心とした一定半径の範囲内

に 4 種の点描を施す．このときの点の分布は Box-Muller
法にしたがう[Box, Muller, 1968]．描画を終えた後は数秒の
静止ののち画面をクリアし，再度取得したカメラ画像を元

にあらためて点描画を構成する．この処理を繰り返す．な

お今回はカメラとモニタがあらかじめ備わっているとい

う利便性から，タブレットデバイス(iPad および iOS8)を用
いて試作することとした．なお実装には C, Objective-C を
ブリッジした Swift1.2を用いた． 
 

4 描画結果 
 実装したアルゴリズムを用いて，点描画像を作成した．

図 2にその結果の 1つを示す． 
図 2の左は検証のために，あらかじめ撮影した画像を用い
た．図 2 の右画像が前述のアルゴリズムを 10 秒間処理し
て得られた結果である．スーラの特徴である太陽の光の点

（橙色）や画面全体に補色の色がちりばめられ，純色と補

色の並置によって，画面全体の光の有無のコントラストが 

モニタ 

描画 

アルゴリズム 

空間動画像 
カメラ 

NPR画像 
閲覧者 
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図 2. 点描処理結果(左:元画像, 右:結果画像) 
 
鮮やかに強調されるようになった． 

一方，あじさいの紫がかった青の色味（色相）が，処理

後には水色がかった異なる色味に変化しており，元画像の

色相を必ずしも再現するものではない状況であることが

わかった．筆触分割により元の色は物体色と太陽光の純色

補色の 4色に分割するため，その比率が適合すれば理論的
には元画像に近似した色相が得られる．採用したアルゴリ

ズムでは，ランダムに点を描画することから，厳密な比率

の維持が難しい．純色と補色の割合および，色の分割計算

になお余地が残っていることが確認できた． 
 なお，本研究においては，カメラが鮮やかな光をとらえ

ていることを表現することが目的であるため，鮮やかさの

増した描画結果を得るという点において，印象的な画像を

生成する当初の目的を果たしたと考えられる． 
 

5 おわりに 
 本研究ではタブレットやディジタルサイネージといっ

たデバイスと配置された空間の融合を目的とした点描コ

ンテンツ生成システムの実装を行った．普段のなにげない

空間を新印象主義の理論に基づいた色鮮やかな点描で表

現することで，視覚的に異なる捉え方を提示した．モニタ

を通して，閲覧者の空間認識を拡張する試みを行った．こ

れからモニタが日常空間に増えていくなかで，快適なモニ

タと空間のあり方を検討していくことは重要であろう． 
今後はさまざまな空間とモニタの関係を考察し，状況に

合った適切な映像生成，たとえば躍動的なマティスのフォ

ビスム，幾何的なモンドリアンなどの表現様式を解析し，

演出に取り入れていきたい． 
 また，作品として考えた場合，サウンド面の演出も必要

である．手元で鑑賞（スピーカ／イヤフォン）・サイネー

ジで鑑賞（スピーカ／リモートイヤフォンなど）といった

鑑賞環境を考慮しつつ，動的に変化する動画に合わせた演

出が必要となる．本作品のシステムは動画像の特徴抽出が

可能であり，常に変化する音楽を動的に生成する技術的可

能性があることは確認できた．今後は美的・質的・音楽理

論的側面から，動画像と音楽の動的表現の融合と対位法に

ついて検討を行う． 
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Mapping Hazards in Japan 
Increasing the accessibility of geo-spatial hazard information 

Dr Paul Haimes Associate Professor Tetsuaki Baba  
Tokyo Metropolitan University Tokyo Metropolitan University  
haimes@tmu.ac.jp baba@tmu.ac.jp   

Keywords: hazard information, spatial data, GIS and map design 

 

1. Background 
The research presented here describes the early development 
stages of a research project that aims to present digital 
information regarding natural hazards to the public in a more 
intuitive way. Although hazard information is made publicly 
available, the systems that present this information have not 
considered a non-expert audience. Disaster management 
literature recommends building early warning systems that take 
into account the demographics of the communities they are 
intended for (UNISDR, 2005). This research project is therefore 
examining the interactive and communicative aspects of hazard 
information publicly available in Japan.  
 
2. Related research 
Previous research in Australia aimed to present bushfire 
information to non-expert users in remote communities 
susceptible to bushfires. To do this, a prototype web interface 
was created that was developed through several iterations of 
user participation. This process resulted in the MyFireWatch 
web application (Landgate, 2015), which provides a publicly 
accessible interface available on desktop, smart phones and 
tablets (Figure 1).  
The MyFireWatch research led to a set of guidelines for 
presenting bushfire information to users in communities outside 
of those working in emergency services. These guidelines were 
informed by results from user testing, usability questionnaires, 
observations and semi-structured interviews (Haimes et al., 
2013), as well as following established design principles (e.g., 
Maeda, 2006) and previous work on software for emergency 
situations (e.g., Wu, 2008). To assist others working on similar 
software to use these guidelines, a pattern language (Alexander 
et al., 1977) was created with concrete examples of how to 
address problems identified in the MyFireWatch research. Here, 
the guidelines are presented in condensed form: 

• The map navigation and legend should be combined  
• A hazard map should show only the essential hazard 

information by default 

• Provide official warnings or alerts if available 
• Provide a satellite view of the terrain as a layer option 
• Other data layers should be relevant to the hazards 
• Only provide features that are crucial to the 

application: simplicity is important during an 
emergency situation 

• Similar elements should look and act consistently 
with each other 

• Auto-detect the user’s location  

 

Figure 1: The MyFireWatch web application running on a 
smart phone. The map shows current bushfires around 

Australia, which are detected by satellite overpasses. This 
application used responsive design (Marcotte, 2011) to 
present an interface that worked on desktop, mobile and 

tablet devices. 
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• Provide a prominent search bar so that users can 
easily locate points of interest  

• Users need controls to zoom in and out on the map, 
including “pinch-zoom” on mobile devices 

• The map should be the most prominent feature The 
source of the information being provided should be 
clear to the user 

• Only simple language should be used within the 
interface avoid technical jargon 

• The interface should load quickly, especially as users 
will access it with mobile devices  

• Visual characteristics should make sense to the user. 
 
3. Early stages of the Mapping Hazards in 
Japan project 
A website that provides background to the project and a simple 
map interface was launched in early July (Haimes & Baba, 
2015). This website includes a short online questionnaire 
designed to capture people’s concerns regarding natural hazards 
in Japan. The questionnaire, rather than focusing solely on 
usability, has attempted to capture less tangible aspects of the 
user experience by asking participants about their concerns over 
natural hazards but also about their information sharing habits 
and the role that technology plays in this. Research from the 
MyFireWatch project suggested that there is interest from users 
in being able to submit data to a hazard application – something 
which this current research is exploring. The results from the 
questionnaire, and the MyFireWatch guidelines, are serving as a 
starting point for the development of a prototype smart phone 
application (Figure 2). The prototype is being developed with 
several browser-based technologies including HTML 5, CSS 3, 
JavaScript and the Leaflet (2015) map framework. Geo-spatial 
data has been sourced from the United States Geological Survey 
(USGS) and Japan Meteorological Agency (JMA).  
 
4. Discussion and future work 
The guidelines from the MyFireWatch project have served as a 
solid framework on which to build a new prototype application 
that provides hazard information to those vulnerable to hazards. 
The effectiveness of these guidelines will be verified through 
user testing, and, where appropriate, evaluated and refined. The 
application will also be used as a way of exploring how to cater 
for user-sourced data, as this is something that agencies 
providing hazard information need to learn to accommodate. 
We will also explore potential roles for IoT (Internet of Things) 
devices in communicating hazard information. 
 
5. Conclusion 
This paper introduced two examples of how hazard information 
can be presented to a non-expert audience in a more intuitive 
way. Despite disaster management literature recommending that 
early warning systems be people-centred, much of the publicly 
available hazard information has not been designed for wider 
community use. The agencies that provide this kind of 
information need to consider the demographics, needs, concerns 
and abilities of the communities that they are presenting it to.  
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Figure 2: Early prototype of the Mapping Hazards in Japan 
application. This interface shows recent earthquakes and 
active volcanoes, along with associated warning levels, 

which link to official warnings from JMA. 
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括弧の対応関係が表す階層構造をモチーフとした表現 

文字列と心的表象をつなぐ Web アプリケーション 

桑原一哲  

北海道高等聾学校  

office203@hokkaido-c.ed.jp  

キーワード:  文字列の構造、思考過程、Web アプリケーション 

 

1 問題の所在 
桑原らは、jQueryのコーディング作業から、起こし括弧

と閉じ括弧の対応関係のみを取り出した課題を作成し、成

人聴者と聾学校高等部及び専攻科に在籍する聴覚障害生

徒を対象に対照研究を行った。その結果、ある一定の文字

列の長さを超え、入れ子の階層が深い課題において有意に

聴覚障害生徒の得点が低かった。 

注目すべき点は、起こし括弧と閉じ括弧を線で結び、関

係を明示的にする手立てを与えた場合に、聴者では点数が

上がる傾向が合ったのに対し、聴覚障害生徒は逆に点数が

下がる傾向があったことである。点数が下がる傾向にあっ

た聴覚障害生徒においては、切断面実形視テスト（MCT）

等の空間認識にかかわる課題の結果においても著しく点

数が低かったことから、堤らの先行研究からも明らかにな

っている通り、課題そのもの二次元的に把握できる要素の

みから、背景にあり直接見ることのできない意味や空間を

把握しようとしており、心的表象の働きが十分ではないこ

とが示唆された。 

また、シェパードとマナロによれば，批判的思考を第二

言語を通して教える過程においては，フレームワークの明

示化が重要であるとされる．つまり、対象の見え方につい

て説明する前に、そこで説明される言語により示されてい

るフレームワークを先に明示的に示し、その要素や属性に

どのような値や関数を入れていくトップダウン的な指導

法が有効であるということになる。 

そこで、本研究においては、これまでの知見と HTML 等

のマークアップ言語における階層構造を利用し、

JavaScriptを利用した、文字列の法則性と、意味のフレー

ムワークをつなぐプロセス（視再変換）そのものをモチー

フとし、表現する作品制作を試みることとした。具体的に

は、起こし括弧と閉じ括弧の 2種の文字を入力した文字列

に対応した矩形をインタラクティブに表示するアプリケ

ーションということになる。 

これは、括弧の対応課題においてエラーが多く見られた

学生における「視再変換」のプロセス、最終的には文字列

とその背景にある意味とをつなぐ教材、つまり「学ぶこと

そのもの」の有り様を視覚的に明示化するためのデジタル

教材としての利用も想定している。 

 

2 研究の目的 
イメージを生成するプロセス～心的表象の働き～を明

示化するプロセスを、プログラミング手法を用いてモデリ

ングし、デジタルコンテンツとして作成することで、造形

的に表現する。具体的には、文字列から表象が形成される

過程をモチーフとしたアプリケーション作成を行う。 

 

3 インターフェイスの特徴の決定 

括弧の入力においては、フォームボタンによる入力のみ

である、キーボードでの入力はできなくなっている。 

これは、テキストボックスによるフォーム入力とした場

合、文字列内でカーソルを自由に移動できてしまうため、

入れ子構造を表した図形から文字列を入力していくよう

なアプリの発展の方向性を考えた時に、認知的に付加がか

かりづらく、利用者の学習につながりづらいことを想定し

たためである。 

 

4 コーディング 
結果として得られたソースコードは以下の通りである。 

 
［index.html］ 
<!DOCTYPE html> 
<html> 
<head> 
<meta charset="utf-8" /> 
<title>ParenthesesIndicator</title> 
<link rel="stylesheet" type="text/css" 
href="./style.css"> 
<script type="text/javascript" 
src="./jquery-1.11.3.min.js"></script> 
<script type="text/javascript" 
src="./script.js"></script> 
</head> 
<body> 
<div id="container"> 
<p id="fi1">(</p> 
<p id="fi2">)</p> 
<p id="fi3"></p> 
<div id="fi"></div> 
</div> 
</body> 
</html> 
 
［script.js］ 
var st=""; 
var count=0; 
function test3(){ 
 $("#fi3").text(st); 
} 
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function test5(){ 
 var len=0; 
 var karilen=0; 
 var karistr=""; 
 for(i=0;i<st.length;i++){ 
  karistr=st.substr(i,1); 
  if(karistr=="("){ 
   karilen+=1; 
  }else if(karistr==")"){ 
   karilen-=1; 
  }   
 } 
 if(karilen==0){ 
 $("#fi").css("visibility","visible"); 
 }else{ 
 
 $("#fi").css("visibility","hidden"); 
 } 
} 
function test(ob){ 
 ob.append("<div></div>"); 
 st=st+"("; 
 test3(); 
 count+=1; 
 test5(); 
 return ob.children().filter(":last"); 
} 
function test2(ob){ 
 if(count>0){ 
 st=st+")"; 
 test3(); 
 count-=1; 
 test5(); 
 return ob.parent(); 
}else{ 
  return ob; 
} 
} 
$(function(){ 
 var ob2; 
 var i=$("#fi"); 
 ob2=i; 
 $("#fi1").click(function(){ 
  ob2=test(ob2); 
 }) 
 $("#fi2").click(function(){ 
  ob2=test2(ob2); 
 }) 
}) 
 
［style.css］ 
div{ 
 border: 1px solid #000000; 
 margin:10px; 
 padding:10px; 
} 
#fi{ 
 border: 1px solid #ffffff; 
 margin:10px; 
 width:500px; 
 height:500px; 
} 
#fi1{ 
 padding:5pt; 
 border: 1px solid #000000; 
 width:20px; 
 height: 20px; 
 border-radius: 0.5em; 
} 
#fi2{ 

 padding:5pt; 
 border: 1px solid #000000; 
 width:20px; 
 height: 20px; 
 border-radius: 0.5em;  
} 
#fi3{ 
 font-size: 30px; 
} 
#container{ 
 width:500px; 
 margin:auto; 
 border: 1px solid #ffffff; 
} 
 

5 題名 
完成した作品は、“ParenthesesIndicator”と命名した。

題名が示している通り、括弧の文字列が表しているボック

ス要素の入れ子構造を明示化するアプリケーション、とい

う意味である。 

 

6 考察と今後の方向性 
当初の目的である、「心的表象の働きの不十分な学生に

対する教材」としての性質を考えると、入れ子構造の図を

見た後に、それに対応する文字列を入力するような要素を

取り入れることや、入れ子構造の図をプロジェクターで投

影し文字列をタブレットで入力できるようにするなど、今

後このプログラムをベースに双方向性やゲーム性などを

加え、発展させていく必要があると考えている。「つかい

やすさ」や「おもしろさ」、「わかりやすさ」といった要素

が、より教材としては使いやすいものにしていくのではな

いかと考えている。 

そのための技術的な要素として、今後 PHPや非同期通信、

データベース等も組み込み、複数のデバイス間をデータが

移動する、離れたデバイス間を何らかの形で行き来できる

ようにすることも検討したい。その道筋をテレコミュニケ

ーションの有り様のモデリングへと繋げ、作品をより発展

的なものにしていく。 

 

参考文献 
[1] 桑原一哲, “聴覚障害学生の Web コンテンツ制作過程に

おける課題”,日本特殊教育学会第 52 回大会ポスター発

表,P3-I-9,2014 
[2] 桑原一哲,石村翼,“ブロック玩具を活用した第三角法に

よる製図が困難な学生への指導法の開発”,日本図学会

2015 年度春季大会学術講演論文集,71-74,2015 
[3] 堤江美子,金城光,本郷健,矢野博之,鈴木賢次郎,山本利

一,“大学入学以前の生徒の空間認識力調査～”,人間生

活文化研究,No12,57-58,2012 
[4] 村上晋一,“斜軸測図形の表象的知覚”,図学研究,第 25

号 ,3-6,1979 
[5] マエロ・エマニュエル,シェパード・クリス,チン・クラ

ーク,“様々な授業に応用可能な批判的思考スキルの教

育法 ”,日本教育心理学会第 56 回総会発表論文

集,110-111,2014 
[6] 堤江美子,“図学関連教育と空間認識能力-切断面実形視

テスト（MCT）を中心に-”,日本図学会,2014. 
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玩具型楽器に関する研究 

田中菜々子 馬場哲晃  

首都大学東京システムデザイン学部 首都大学東京  

tn75mt6.btb@gmail.com baba@tmu.ac.jp  

キーワード:  音楽,  楽器,  玩具 

 

1 背景 
 我々の日常の中に音楽は溢れており，多くの人は聴く，

歌う，演奏するなど，何かしらの音楽との関わりを持って

いる．一方で多くのユーザが音楽と関わっていながら，作

曲経験があるのはごく少数である．これには，作曲に必要

な楽譜作成能力や多少の楽器演奏能力，音楽理論を得るた

めには長い時間を要し，初学者が気軽に作曲に取り組むこ

とが困難であることが背景にある．音楽を聴く，歌う，演

奏することは教育に取り入れられている上，クラブ活動や

習い事でも扱われているため，音楽に対して積極的でない

人でも触れる機会は多いが，それに対し作曲を一般的な教

育で学ぶことはほとんどなく，音楽に関心の強い人の中の

一部しか作曲に関心を持つようにならない．こういった作

曲に触れる機会の少なさが，作曲の敷居をより一層高くし

ていると考える． 
そこで本研究では，子どもの遊びの中に作曲の要素を取

り入れ作曲に対する敷居を低くすることを目的とし，音楽

の経験や知識が無くとも自由にメロディを組み立てるこ

とが楽しめる玩具型楽器を提案する．玩具にも様々な種類

があるが，作曲における音を組み合わせて旋律を作る作業

と，複数の小さなパーツを組み立てて形を作るブロック遊

びが結びつけやすいのではないかと考え，本研究にはブロ

ック型玩具を採用した． 

2 関連研究 
 “littleBits”[1]は電子回路をブロック化した製品である．

各ブロックの接続部分は磁石になっており，これによりは

んだ付けの技術や電子回路についての理解の必要性を取

り払い，初心者でも電子工作を容易に楽しむことを可能に

した． 
“Sifteo cubes”[2]はキューブ型の対話型端末だ．複数のキ

ューブが近接して配置されたとき，お互いを感知してその

上面の画面に画像を映し出す． 

3 設計 
 ブロックには，大きく分けて 4 つの種類がある．まず 1
つは“親”のブロック．このブロックに他の 3 種類のブロ

ックをつなぐことによって音楽が再生される．残り 3 種類

のブロックは，それぞれ音高，音長，音色のいずれかの要

素を決めるブロックだ．これら 3 種のブロックを組み合わ

せてメロディを作ることができる．いわば楽譜上の音符を

物理的なブロックに置き換えたような状態である． 
音の要素のブロックは，親に近い順から再生される．ど

のブロックが再生されているのか分かりやすくするため，

再生中のブロックを LED で光らせ，視覚的補助を行う． 
 

 
 
4 まとめ 
 本研究では作曲の敷居を低くすることを目的とし，子供

の遊びの中に作曲の要素を取り入れるための玩具型楽器

を提案した．この玩具で遊ぶことで，自由にメロディを作

ることの楽しさを学ぶことができるだろう．また当初の目

的以外にも，自分のイメージに合うブロックを探すうちに，

音感やリズム感，楽譜を読む能力が自然に身につく効果も

期待できる． 
 今後の展望としては，まずは本稿で述べたアイディアの

プロトタイプの実装を行いたいと考えている．そして最終

的にはアイディアの実現を目指す． 
 

 

5 参考文献 
[1] littleBits. http://littlebits.cc/ 
[2] Merrill, David, Emily Sun, and Jeevan Kalanithi. "Sifteo 

cubes." CHI'12 Extended Abstracts on Human Factors in 
Computing Systems. ACM, 2012. 

タイムライン→ 

図 1. アイデアスケッチ 
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アンビエントメディアとしての観葉植物 

Emotional Plant 

塚本 裕介 馬場哲晃 

首都大学東京 首都大学東京 

yes.yes.yusuke.yes@gmail.com baba@tmu.ac.jp 

キーワード:   アンビエントメディア,  観葉植物,  インタラクティブ 

 

1 背景 

	 人々の日常生活の中で，情報を出力するメディアが私達

の周りには溢れている．例えば，人が現在の時刻を確認す

る際に多く場合において「時計」というメディアが利用さ

れている．一般に「時計」というメディアには多くの種類

が存在する．長針と短針があり，針が時間経過に応じて少

しずつ動く「アナログ時計」やセグメント LEDで数字を

表す「デジタル時計」，太陽光を利用した「日時計」，腕に

身につける「腕時計」，さらには曖昧な時間把握である「腹

時計」など，時刻表現一つを挙げても多くの表現手法が存

在し，情報提示手法は必ずしも一つではなくてよい．本研

究では情報提示手法としてアンビエントメディアを利用

し，ユーザの環境に自然に溶け込む情報提示を実現できる

ものを目指す． 

	 生活の中で情報(温度/湿度/日付/時刻等)をスムーズに出

力できる要素の一つとして，人のストレスを緩和できるよ

うな外見が好まれる．1995年に発表された Calm 

Technology[1]では，"Encalming（心を落ち着かせる）"こと

と人の注意を引きつけることによって，情報の過多を軽減

する技術を表現することについての論考がなされている．

そこでアンビエントメディアの実装手段として本研究で

は人工の「観葉植物」を利用する．近年，森林浴やアロマ

テラピーなど植物がもたらす健康効果などが話題となっ

ているが，植物には人をリラックスさせる効果があり，実

際に室内緑化することによってストレスが緩和される[2]

というデータが出ている． 

2 概要 

	 外見は鉢に植えられた観葉植物になっており，プロトタ

イプでは人工の観葉植物を用いる．室内のテーブルやキッ

チンなどに気軽におけることを考え，大きさは縦の長さは

20cm〜30cm，横の長さは 15cm． 

20cm～30cm

15cm
 

図	 1	 	 a	 rough	 sketch	 

	 システムとしては温度，湿度，時刻情報を姿勢や動きを

用いて表現する．例えば，室内の不快指数が高い場合，葉

や茎が萎えているような表現や，時刻に合わせて葉や場合

によっては花の向きを変える．植物の動きを表現するには

アクチュエータを利用する．Nakayasuら[3]は植物の動き

を形状記憶合金を利用して表現しており，この手法は本研

究においても応用可能であると考えられる． 

	  

参考文献 
 [1] Mark Weiser and John Seely Brown,Xerox PARC 
Designing Calm Technology 1995 
[2] 室内緑化によるオフィスの労働環境向上に関する研究 
人工植物の緑化量による影響の検討 2014 
[3] Akira Nakayasu and Kiyoshi Tomimatsu. 2010. SMA 
motion display: plant. In ACM SIGGRAPH 2010 Posters 
(SIGGRAPH '10). ACM, New York, NY, USA, , Article 29 , 1 
pages. DOI=10.1145/1836845.1836876 
http://doi.acm.org/10.1145/1836845.1836876 
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フリーキックをシミュレーションする実物体システムの検討

韓旭 串山久美子

首都大学東京 首都大学東京

xhan2125@yahoo.co.jp kushi@tmu.ac.jp

キーワード: フリーキック, シミュレーション, 実物体, インタラクション

1 はじめに
近年サッカーの個人トレーニングに関し, 加速度等のセ

ンサを用いた身体運動分析に関する研究[1]やmicoachの

ようなセンサーを内蔵したサッカーボール[2]が販売され

個人のデータを記録し練習に生かす試みがされ始めてい

る.著者らは, 有名選手のフリーキックを自分も同じよう

に蹴ることができるボールコントロールの体験をモディ

ベーションとし, フリーキックに着目し, 実物体を使用し

たシミュレーションシステムを構想した. 本稿では, 実装

のための検討を報告する.

2 システムについての構想
実際のサッカーフィールドは, ポストの中心からペナル

ティマークまでは, 11mの距離を有し, 幅7.32mのゴールへ

向けてフリーキックを蹴る. 本提案では体験するためのス

ペースとして, 3m×3mの室内を想定する. センサーを内蔵

したサッカーボールとKinect, データを受け解析し画像を

生成するコンピュータ, シミュレーション画像を投影する

スクリーンから構成される. 図１に実装するイメージを記

す．

図 1 実装するイメージ

2.1 データの測定とセンサの埋め込み
ボール内にセンサなどを埋め込み, ボールとのインタラ

クションを行っている関連研究として[2]や跳ね星[3]が

挙げられる. また, スマートフォンをボールの内部に入れ

た研究[4]などがある. 本研究は, サッカーボールを蹴る

感覚を重視し, 実物体のサッカーボールを使用し, Kinect

で利用者のボールを蹴る位置の識別をし, サッカーボール

内部に, 加速度センサ, 圧力センサと WiFi モジュールを

入れて, ボールの初速度, 回転速度を測定し, パソコンに

送るシステムで構成することとした. BlueTooth や WiFi

通信などによる無線通信を利用し, データをパソコンに送

るシステムで構成する. 送られてきたデータをシミュレー

ションし, プロジェクター上にリアルタイムで表現する.

2.2 データの処理とシミュレーション
本研究のデータ処理は, 増田らの mnSOM を用いたフリー

キックサポートシステムの開発[5]で述べたデータ処理方

法を使いたい. 圧力センサと加速度センサを同時に使い,

ボールを蹴った瞬間の初速度, 回転軸, 回転速度, ボール

の蹴りだし角度からニュートンの運動法則にもとづいて

ボールの軌跡を計算する. 計算はボールが受ける空力を加

えオイラー法で逐次計算させる. 有名選手のデータを反映

させたい.

3 おわりに
本物のサッカーボールと同じフリーキック感覚を実装す

る本提案によって, 狭い空間で体験でき, 年齢や運動経験

や身体機能に強弱にかかわらず測定できるシステムを提

供できる. 有名選手と同じようなフリーキックを体感でき

るエンターテイメント性や, 誰でもが楽しく参加でき, サ

ッカーを広げるシステムとなることを期待したい.

参考文献
[1] 卯田駿介,馬場哲晃,串山久美子,スマートフォンを

用いたボールリフィティングスキル自動評価手法の

検討,研究報告エンタテインメントコンピューティ
ング（EC）, 1-5, 2015-EC-35(15)

[2] micoach:http://micoach.adidas.com/jp/smartball/(20
15年7月18日)

[3] 出田修,佐藤俊樹,間宮暖子,芝崎郁,中村潤,児玉幸
子,小池英樹,第16回インタラクティブシステムとソ
フトウェアに関するワークショップ(WISS 2008)論
文集, pp.41-44, 2008.

[4] 堀田高大,佐藤俊樹,木谷クリス,小池英樹, スマー
トフォンによるボールの動作認識と動作に合わせた

フィードバックの提示, WISS2011
[5] 増田正人,中林靖,矢川元基, mnSOMを用いたフリ

ーキックサポートシステムの開発,日本計算工学会
論文集 2013(0), 20130009, 2013
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大画面スマートフォンの背面利用におけるユーザビリティ評価と 

その応用  
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キーワード:  ユーザインターフェース,  スマートフォン,  背面 

 

1 はじめに  
 スマートフォン元年と称された 2010 年から現在にかけ

て、スマートフォンのスクリーンサイズは常に巨大化を続

けている．2010 年時点では 3.5 インチ（71.1mm×

53.3mm）に満たなかったが，その後 5 年間で 5 インチ

（101.6mm×76.2mm）を超えるサイズのスクリーンを持

つスマートフォンが市場に現れた．スクリーンの巨大化に

は，「表示される文書が読みやすくなる」「ゲームや動画な

どのコンテンツの利用が快適になる」など，スマートフォ

ン向けサービスの多様化を手助けする重要なメリットが

あるが，一方でユーザビリティ面においては，巨大化する

ほど，スクリーン上部分や持ち手から遠い範囲など，片手

で持った際に親指がとどかない範囲が広がるデメリット

がある（図１）．届かない範囲に親指をのばして画面全体

を操作することは可能ではあるが，持ち方が不安定になり

端末を落とす危険性が高く，多くのユーザーは画面全体を

操作する際に両手を使用せざるを得ない．そのため，ユー

ザーはスマートフォンを使用する中で，画面のスクロール

など片手の親指のみで行える操作と，SNS での文章の編

集など両手（画面全体）を使う必要がある操作の切り替え

を頻繁に行わなければならない．ここでの両手を使う操作

とは，①片手で端末を支え，もう片方の手で操作する ②

両手で端末を支え，両手の親指を用いて操作する という

２パターンが考えられる．  

 

 大画面スマートフォンにおける片手操作を支援する手

法には，いくつかの提案がされている[1,2]一方で，本稿で

は，前述の現状を踏まえ，サイズが大きいスマートフォン

における片手のみを用いた操作方法を目指し，その方法と

して，スマートフォンの背面に追加する新しい入力装置を

提案する．また，この背面入力装置は，片手の親指で操作

することが難しい範囲の操作を，本来は端末を支えている

他の指（人差し指，中指，薬指，小指）で行うことを可能

にすることを目的とし，そのために有効な入力装置を検討

する． 

 

2 関連研究  
背面を利用した入力装置の研究は，従来型携帯端末の時

代から行われている．平田らの Behind Touch[3]では，従来

型携帯端末の液晶ディスプレイを大型化するために本体

表面にある 12 キーを背面に位置させ，背面での操作状況

をユーザーが知るために，指が置かれているボタンの位置

をディスプレイに表示しフィードバックを行っている．し

かし，ボタンが物理的であり，フィードバックが行われる

のはボタンに触れている間のみであるため，あるボタンを

押した後に一度指を離してしまうと，次に押すボタンを探

すのに時間がかかるという問題がある． 

2009 年の岡田らによる背面タッチパッド[4]では，従来

型携帯端末の背面にタッチパネルを設置し，表面で親指を

使って物理キーの操作をしながら，背面で人差し指を使っ

てポインティング操作が可能な背面入力装置を提案して

いるが，スマートフォンでのタッチ操作のようなジェスチ

ャー入力への応用はされていない． 

 

３ 背面インターフェース 
 3.1 操作指と入力装置の設置位置 

 本研究で提案する入力装置は，主に人差し指と中指で操

作することを想定している．前項で挙げた背面タッチパッ

ド[4]では人差し指のみを用いていたが，5インチを超える

スクリーンでは，持ち手から一番遠い画面上の端に人差し

指がとどかない可能性があるため，中指と人差し指を併用

できる入力装置が必要である．またこのことから，入力装

置を設置する位置は，端末背面の，人差し指と中指が操作

可能な上部分がふさわしいと考えられる（図 2）． 

 3.2 必要な機能 

図１：スマートフォン（5 インチ）の片手のみで操作時の 

親指（青）人差し指（橙）中指（緑）の操作し得る範囲 
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 本研究で提案する入力装置は，表面での操作の内の一部

を請け負うため，表面のタッチ操作と違和感無く併用でき

る操作性が求められる．また，スマートフォンの画面の中

で，GUI として片手の親指のみでの操作が難しい範囲に配

置される機能で頻繁に見られる例として， 

・ アプリケーションのアイコン（ホーム画面） 

・ 戻る/進むボタン（インターネット閲覧時やアプリケー

ション操作時） 

・ 文章の書き始め（メールやメモの文章編集時） 

などが挙げられる．このことから，背面インターフェース

では，ポインティング操作，クリック（タップ）操作がで

きることが理想であると考えられる． 

 3.3 入力装置 

 スマートフォンの背面インターフェースに用いること

ができる装置として，物理的なボタン，ゲーム機などに用

いられているアナログパッド，タッチスクリーン，フォト

リフレクターが挙げられる．物理的なボタンはクリック操

作に利用できるが，押し込む力が必要であり，ボタンの押

下は表面でのタッチ操作と同時に行う動作として望まし

くない．また，アナログパッドはポインティングに利用で

き，指を動かす範囲が狭いため指の疲労が少ないが，表面

の直感的なタッチ操作とは操作性がかけ離れており，組み

合わせるには望ましくない．よって，本研究の目的である，

表面と併用して違和感が無い直感的な操作が期待できる

タッチスクリーンとフォトリフレクターが有効であると

考えられる．特にポインティングにおいては，指を置いた

位置に直接ポインティングできることから，表面のタッチ

パネルとの併用にふさわしいと言える． 

 また，背面での操作状況をユーザーが知るために，ディ

スプレイからのフィードバックが必須である．タッチスク

リーンやフォトリフレクターから得た背面の状況を画面

に可視化することで，表面の操作と背面の操作を組みわせ

た，より多様な入力方法が発見できる可能性がある． 

 

4 今後の研究 
 本研究は構想段階であるため，未だ実装を行っていない．

今後は，タッチスクリーンとフォトリフレクターを用いて

プロトタイプ機を製作し，背面入力装置に求められるポイ

ンティングのための座標認識と，クリック操作のためのジ

ェスチャー認識について評価実験を行い，背面での操作性

の向上を図る．その後，目的である片手のみでの操作性の

向上のため，表面のタッチパネルと背面のインターフェー

スを併用した際の入力についても研究を行う予定である． 

 

参考文献 
[1] 大西 主紗, 志築 文太郎, 田中 二郎: TouchOver:大画

面を備える携帯情報端末を楽に操作するための片手親

指操，WISS2014, ソフトウェア科学会シンポジウム, 

2014 

[2] 箱田 博之, 志築 文太郎, 田中 二郎: QAZ キーボード:

タッチパネル端末向け縦型 QWERTY キーボード，

WISS2014, ソフトウェア科学会シンポジウム, 2014 

[3] 平岡 茂夫, 宮本 一伸, 富松 潔: Behind Touch:携帯電

話のための背面・触覚操作インターフェースによる文

字入力 , 情報処理学会論文誌 , Vol.44, No.11, pp. 

2520-2527, 2003. 

[4] 岡田 直之, 佐野渉二, 寺田 努, 塚本 昌彦: 背面タッ

チパッドを用いた片手ポインティング, 研究報告ヒュ

ーマンコンピュータインタラクション (HCI), 

2009-HCI-132, 2009-03-06. 

図 2：入力装置を設置する範囲（スマートフォン背面） 
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興行条件の重み付けを考慮した幕末歌舞伎役者の定量的分析

の検討 

-坂東しうかの舞台出演傾向を元に- 

川畑 泰子 源田 悦夫 石井 晃 

東京大学 九州大学 鳥取大学 

purplemukadesan@gmail.com genda@s.kyushu-u.ac.jp ishii@damp.tottori-u.ac.jp 

キーワード:  江戸歌舞伎  デジタルアーカイブス  浮世絵 

 

1 序 
現在の日本の文化芸術に関する研究をビッグデータで行

うにあたり具体的な数値のデータは業界の体質としてほ

ぼ開示をしないため, 全体図を定量的に把握することは困

難である. そのため文化芸術に関するビッグデータを活用

した研究はほぼ進んでいない. そこで, 1990 年代以降, 伝

統芸能に関するデジタルアーカイブスとして多く大量の

数値や画像のデータとして触れることが公衆ネットワー

クの普及と連動し, たやすくなった点に注目をし, 江戸歌

舞伎の中でも最も国内でアーカイブスとして網羅をして

いる番付など江戸後期の興行に関する情報を元に, 江戸後

期の歌舞伎興行について, 様々な角度からの数値分析を試

みた. 本論では, 今日におけるヒット現象の数理モデルの

メソッドはインターネット上の SNS のトピックを選択

しているが, それは江戸時代には存在しない. 計算および

測定を分析するために,江戸時代の人気アーティストに関

する当時の唯一のメディアである,紙媒体の出版物(浮世絵, 

詩, 俳句, タイル彫刻、書籍)の対象とした. 過去の事物の

人気の考察をこのアプローチで, 現在 と同じ数理モデル

で解析することを期待している[1-3,7]. 

2 分析手法 
本論では従来の口コミ情報におけるコミュニケーション

の量からの適応から歌舞伎役者の話題が発生している浮

世絵・川柳・俳諧・小説の種数の推移から江戸の人々の「心」

にどうアプローチさせ, そのコンテンツにおけるヒットに

つなげていったかを考察するために理論を導入した[1-3]. 

3 江戸における歌舞伎 
江戸時代における歌舞伎は現代における伝統芸能として

の立ち位置とは異なっていた. かつての江戸 は寂れた町

であったが, 商人や職人といった幕府のお膝元に存在した

庶民たちによって文化が作られたのであった. また, 江戸

時代が続いた約 250 年, 江戸は戦争のない泰平の世だっ

たからであり, 文化が自由に発展しやすい土壌であったか

らであった[ 9 ]. そして世界中に, 江戸幕府のような規模

の中心都市で税を取らなかった都市は江戸幕府が存在し

た約 250 年間なかったのである.だからこそ庶民文化と経

済が発展し, 消費生活を楽しみ, 独自の文化が発展してい

ったといえる. 歌舞伎は江戸幕府が開いた 1603 年と同時

に出雲のお国が提唱した. 芸能を続けていくためにはやは

り,商業演劇である必要があった. そこで顧客である江戸

の人々の憧れ, 価値観, 美意識, 生活の在り方が, 舞台で

繰り広げられる物語に表現されるよう意識され, 舞台の上

は知識や文化, 流行が行き交う場所にもなった. また, 吉

原や相撲, 本, 俳諧, 川柳, 浮世絵, お菓子, 薬, 商業施設, 

着物といった他の娯楽と連携をしつつかつてはブラウン

フィールドであった, 歌舞伎は江戸を商業都市として盛り

上げたのだった. 江戸のモード発信源として人々に歴史, 

事件, 教養など知識を与える一つのソーシャルネットワー

クでもあっただろうと考えられる. そして, 舞台上の役者

達のセリフ,立ち振舞いがファッションや生活スタイル, 

江戸の人々の心情や言動, 考え方にまで影響を与え, 今や

伝統芸能としての権威を手にし, 持続している日本を代表

するコンテン ツが歌舞伎であった[4-6]. 

4 話題の取得 
看板の絵, お風呂や町中広告, 月一のペースでの新作が

生まれ, 大当たりするとロングランでの公演を行っていた.

江戸歌舞伎の人気役者を計算をするにあたって, 入力は舞

台公演回数を元にした. 当時出版された番付を元データと

して計測を行った[4]. 番付の選定は, 日本国内にある大学,

図書館, 美術館, 博物館のデータベース全点より重複省き,

選定調査を目視で行って数値を割り出した. そして今回の

数 理モデルの手法ではインターネットを通じた SNS に 

おける話題を選定したが, 江戸時代にはもちろんそれらは

存在しない. そこで, 唯一のメディアである, 紙媒体の発

行物である浮世絵・川柳・瓦版・書籍を対象とした. 調査

対象としたデータベースは国内外  にある美術館・博物

館・個人所有・図書館・大学が 所有する 1849 年から 1855 

年の出版物とした. この時期を選んだ理由としては, 人気

役者の連続・死（中村 歌右衛門, 八代目市川団十郎, 坂東

しうか）によるアーティストの話題性が他のドキュメント

数と比較し, 大きかったこと, 死絵の流行（役者の死に伴

う浮 世絵、話題の反映）があったこと,鯰絵の流行（1850

年〜1855 年にかけて地震が度重なった時期でもあり, 地

震にまつわる話題、浮世絵が多く出版された点）であった

[6]. 

また川柳・俳諧は幕末にかけて幕府批判（国の批判）に

かんする話題を弾圧されていたため, 他の時期に比べ生活
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や文化にまつわるテーマの川柳が多くありケーススタデ

ィをするにベ ストであった. また当時最も多く出版をし

ていた歌川豊国Ⅲ, 歌川国芳の存在である. 出版数が最も

過密公演ごとに出版する文献, 俳諧などが非常にタイトな

スケジュールで出版をしていた. そして, 現代の日本で起

きている度重なる大物歌舞伎役者の死と東日本大震災な

ど比較しやすい時期であったことである[5-7]. 

 

5 江戸における歌舞伎 

当時役者評判記といった, 役者の善し悪しを専門家が評

価した本が歌舞伎が行われていた上方（大坂・京都）, 江

戸において出版されていた. しかし, 上演される作品の性

質の違い, 役者の評判の地域差があったため, 上方歌舞伎

と江戸歌舞伎のランキングは異なっていた. そこで, 江戸

歌舞伎のそれぞれのランキングのどちらにも掲載された

15 人を選 出を行い, その中のドキュメント数（話題数）

の比較を行った[7].そして, 本手法では八代目団十郎の舞

台公演数や大当たりの公演と通常の 1か月公演で終わった

場合の両方の場合の数理モデルでの分析と結果の比較を

行った. 大当たりであるか, 公演数や重み付けの検討に関

する各公演の公演後に鸚鵡石と公演前の番付による比較

を行い, 公演回数の数と当時のメディアの出版種数から各

公演の重み付けを行った. 坂東しうかに限定した理由とし

ては, 当時のその他の人気役者との共演回数が最も多く, 

人気役者との共演の積み重ねが当時のメディアであった

浮世絵としての題材としても取り扱われるようになった

きっかけであり, 本研究の分析で検討したい公演回数の重

みの検討をするに最も有効である役者と考えた. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以上が最もこの時期人気であった坂東しうかの計算結果

である. 

6 まとめ 

特に 1850 年以降, 非常に関連する出版メディアの種数

が最も多かった歌舞伎役者であった坂東しうかにおける

舞台公演の効果を, 各時期や公演の大当たりなど舞台公演

自体の評判や過去の文献からの評価によって検討を行っ

た.今までの研究成果[1-7]や実践から得てきた勘としても, 

やはり当時においても舞台公演の成功が役者やアーティ

スト, パフォーマーにとってその後の関連する出版メディ

アの種数を増やすことに影響を与えることがわかった. そ

ういった過去の当時のメディアからの情報が多く残った

ことこそが, クリエーターとして名を残すことに繋がる. 

江戸の文化の発展背景からは, 我が国日本の文化を発展さ

せるためのヒントがあると考えている. 今回の分析結果と

検討におけるような事例が現在活躍するアーティスト, パ

フォーマーにおいても似た事例が発生しているのか, 発生

していないのか実際のマネジメントの現場, コンテンツの

享受者の実態を調査した上で, 現代の情報から解析を行っ

ていく必要がある. 本研究での検討は, 江戸歌舞伎におけ

る過去の舞台興行の実態の文献調査と数量的なアプロー

チにおける解析によって, 日本独自の文化を生きながらえ

させ, さらに発展させていく道筋や知見が得られるだろう

と期待ができた. 本研究で得られた検討からの分析手法を

とることによって, 過去の舞台公演における成功事例を数

量的に把握し, 現代の舞台興行におけるプロモーションの

手法の検討を考えることができる. 今後, 過去と現代の縦

断をする比較と得られた過去の知見から実践的に応用を

させる研究手法を続ける必要がある. 現在さらに増加する

アーティストに関連する情報やメディアに対し, 実際に活

躍をしているパフォーマーのプロモーションにつなげる

実践や知見を提供することを目指したい. 
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スポーツにおける身体運動の学習支援システムの研究
中山凌輔 馬場哲晃
首都大学東京　 首都大学東京
wayne.marine47@gmail.com baba@tmu.ac.jp

キーワード:  kinect,  フィードバック,  運動姿勢 

 

1 背景
　 情報通信技術の発達により，日常の様々な場面でその
恩恵を受けることが増えるようになった．身体運動もそ
の中の一つであり，様々な方向から学習システムの研究
が行われている．スポーツにおける身体運動，例えばサ
ッカーのキックフォームなどの学習支援では現在
Microsoft社のkinect[1]を用いてコンピューターを介しディ
スプレイ上でフィードバックを得る研究が挙げられる．こ
れは従来の本や動画を見ながら，自身の運動姿勢を比
較・検討し修正するといった方法よりもフィードバック
が得られやすいため，非常に有効な手段である．そもそ
もスポーツに於ける姿勢，つまり「フォーム」はどの競
技においても必ず最初に習得しなければならない基礎的
な技術である．現在行われている研究では，ディスプレイ
上で論理的かつ直感的にフィードバックを受け取ること
が可能である．しかし競技に於ける初心者にとっては平
面的な空間でのフィードバックは感覚的につかみにく
く，まだ直感的に現実の立体世界のフィードバック，例え
ば指導者からの直接指導より有効とは言い切れない．そ
こでスポーツにおける学習支援をより初心者向けに，直
感的にフィードバックを体感できるシステム構築を目指
す． 

2関連研究 
　 本研究の特徴は，身体運動のフォードバックをディス
プレイ上ではなく，実空間内で手軽に確認できる点にあ
る．kinectを利用した身体運動の学習支援システムの研究
には，「ディスプレイ上でインタラクティブにフィードバ
ックを表示する研究」と「研究用に熟練者と初心者の動
作の違いのデータ解析の研究」などがある．kinectによる
競技経験者と初心者のモーションキャプチャをしたデー
タをディスプレイ上でフィードバックを行う研究として，
夛胡，渡辺，三上ら[2]はダーツフォームの練習支援シス
テムを提案している．kinectを2台使用することでモーショ
ンデータの精度を向上させている．またダーツフォーム
の差異が小さいほど，差異が明確になりにくく理解度が
低い傾向にあると述べている．加藤，並木，戸辺ら[3]は
サッカー経験者と初心者のリフティングの動作をkinectの
モーションデータによって相互相関関数によって解析し，
技術の特徴と差異を抽出する研究した．サッカー経験者
と初心者の技術的な差異として，足先の動きがやや遅れて
いると述べている． 

3実装 

　具体的な内容として，kinectでフォームの３次元データ
をモーションキャプチャーし，その取得したデータをL3D 
Cube [5] 等の発光LEDを三次元上に配置した実物体を使用
する．実際に立体表示させ，その際に競技経験者のデー
タも表示させ比較し差異を学習する．また，競技初心者
にとって一度に複数の学習は困難であるので，表示する
箇所を厳選する．例えばサッカーであれば，キックフォ
ームの中でもボールに接触する足の甲の軌道などが重要
なフォームのポイントの一つとして挙げられる．kinectに
より足の甲の軌道を検知し，その軌道をL3D Cubeで３次
元上に表示する．  

参考文献 
[1] kinect : http://www.xbox.com/ja-JP/kinect
[2]夛胡祐作, 渡辺大地, 三上浩司　 “kinectを用いたダーツ
における練習支援システムの開発” 

[3]加藤佳祐, 並木豊, 戸辺義人　“身体部位動作の相関性に
基づくサッカーリフティング動作解析の試み”　 pp.
415-416, (2012) 

[4] L3D Cube : https://www.kickstarter.com/projects/
lookingglass/l3d-cube-the-3d-led-cube-from-the-
future
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２D life mask: 仮面の表現創出を支援するインタフェース 

子供の世界観と親子の関係を深める。 

玉置凌 馬場哲晃 

首都大学東京システムデザイン学部 首都大学東京 

wknow.uinds@gmail.com baba@tmu.ac.jp 

キーワード:  お面,  子供,  仮面  

 

1 背景 
 著者の個人的な体験として,ある遊園地で着ぐるみの演

技を幼い頃見たことがある.表情が一定で,表情の移り変わ

りがなく,まるで生きているように見えなかったことに違

和感と恐怖を感じた.子供の遊びに対してだけでなく,大人

が演技をする場合でも表情の変わるお面を活かし.更に表

現を豊かにすることで従来のお面に新たな表現手法を加

えられると考え,これを本研究における動機とした. 

 仮面は顔を隠す,自らを神格化し儀式を行うなどの際に,
顔もしくは全身を覆うものとして使われ,集団的行動をと

る約束事の一貫として使われていた.これらには仮面を身

につけることにより,以前の自分とは別の生き物になると

いう共通点があり,同じ仮面を身につけることで一つのコ

ミュニティーを形成するための要因となっていた.しかし

町や国が作られ始めると,次第に仮面の意味が弱まり民衆

の娯楽となっていった.貴族たちが集い、顔を隠すためにペ

ルソナを被る他,演劇では主に誰かの役になるための道具

として扱われ,更に民衆に仮面が娯楽として浸透していく

ようになった[1]. 

 しかし演劇で仮面を用いる際,誰かの演技をする上で演

者の表情が見えないという問題点がある.民衆に浸透した

とはいえ,プロの演者の踊りや表現力がなければ仮面は生

きず,民衆にとって仮面を被った演技の技術は乏しいまま

であった. 

 このような背景から,プロよりも表現力のない一般ユー

ザが仮面を被って演技をした場合においても,容易に仮面

による表現創出を体験可能なシステムを提案する.それが

本稿で提案する「ユーザの顔面動作を利用したインタフェ

ースとしての仮面」である. 

 日本でも仮面が民衆に浸透し,演劇の能にも「面」という

形で仮面が使われるようになった.そして現在,面を幼児に

向けて作られるようになり,丁寧語で定着したのが「お面」

である.お面は主にキャラクタービジネスとして民衆に受

け入れられ,子供にも親しいことから,本研究ではお面に着

目した. 

２ 関連研究 
 吉池ら[2]は，顔の表情を検出するため,両目と口の端と

眉毛と頬にフォトリフレクタを配したマスク状の顔面入

力インタフェースを用いることにより,顔面の多点を同時

に計測した.本研究では顔面入力装置と顔面が接触しても

可能とする点が異なる.顔面入力装置を仮面や着ぐるみに

内蔵することは共通しているが,本研究では幼児が着用す

るお面として軽量であり幼児の顔面の大きさに合わせて

いることが必須となる. 

３ プロトタイプ制作 
 本研究では,国内キャラクタとして有名なアンパンマン

のお面に瞬き機能を付加した.アクチュエータのシャフト

角度を 0°を目が開いている状態,160°を目が閉じている

状態とし,arduino と２つのサーボモーターを繋ぎ,サーボモ

ーターが同時に 0°から 160°まで回転させ,動作が終了す

ると 0°まで戻す.これらの動作を自然に瞬きしているよ

うに作るため,ある一定の乱数タイミングで連続させるよ

うプログラミングした.お面の中に全ての装置が収納され,
外観をキャラクタに見せるよう,段ボールに arduino と２つ

のサーボモーターを貼り付け,サーボモーターは平行に回

転するよう切り取られたアンパンマンの目の位置に配置

し,アンパンマンのお面を段ボールに貼り付けた.アンパン

マン自身の肌で瞬きしているように,お面と同じ色で同じ

素材のプラスチックを切り取りサーボモーターに貼り付

けた.最後に,このお面が瞬きするよう,arduino に 5V の電源

を繋げた. 

 

４ まとめと展望 
 本論文では容易に仮面による表現創出を体験可能なシ

ステムを提案したが,今後は顔面入力を取り入れたい.また

本論文で紹介したお面を実際に子供たちに扱ってもらい,
従来のお面と比べた表情のデータを収集する. 

参考文献 
[1] 梅本涼:仮面とプリミティヴィズム(2011-02) 

[2] 吉池俊貴，庄司りか，助友文香，西川忠宏，菊川裕也，

王丹青，馬場哲晃，串山久美子:多点配置フォトリフレクタ

による非接触な顔面入力の試作(2011-08-30). 
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レジンアクセサリのデザイン支援システムの開発 

七戸咲妃    田中遼平    森本有紀    高橋時市郎 

東京電機大学   東京電機大学   東京電機大学   東京電機大学，UEI Research 

s-shichinohe@vcl.jp  ryohei-tanaka@vcl.jp  yuki@vcl.jp    toki@vcl.jp 

キーワード:  ファブリケーション,  レジン 

 

    

図 1 システムの概要．(a)台座と背景の有無と種類を選択．(b)パーツの配置，台座の編集．(c)透明レジンの表示切替，別視

点からのデザインの確認．(d)背景の印刷，素材の準備をし，実際に作成．  

1 まえがき 
 近年，個々人のものづくりをコンピュータ技術で支援す

るデジタル・ファブリケーション（以下，ファブリケーシ

ョン）が注目を集めている．ファブリケーションでは，大

量生産された既存のデザインではなく，個人がデザインを

行うことができる．しかしながら，ものづくりの初心者が

デザインを行う場合，専門家に比べ技術や経験が足りず，

困難な場合がある．  

 本研究では，レジンアクセサリのデザインのシミュレー

ションを行い，作成を支援するシステムを提案する．レジ

ンアクセサリは紙や金属などの幅広いパーツを台座に配

置し，透明の樹脂（レジン）で固めてアクセサリーやキー

ホルダーを作るものであり，手芸として親しまれている．

しかしながら，一度レジンが固まってしまうとパーツの移

動や，入れ替えはやり直しができない． 

 本システムでは，レジンが固まったあとの出来上がりを

事前に 3DCGでシミュレートすると同時に，ユーザがパー

ツの配置を行える UI を提供することで，デザインを支援

する．提案システムでは，パーツの画像を操作して配置の

デザインを行うインタフェース，レジンを流した際の見か

けのレンダリングなどを行う． 

2 従来のレジンアクセサリの作成方法 
 一般的なレジンアクセサリの作成方法は以下である． 

1. 台座に背景写真やパーツ(図 1d)などを配置する． 

2. 配置が決まったら，そこへレジンを流し入れ，UV ライ

トを当てる，または自然乾燥させる． 

3. 固まったら，完成となる．その後，キーホルダーにする

ために紐を取り付ける，などの加工を行う．  

 本研究では，紙や金具などの台座を用いたレジンアクセ

サリを想定している． 

3 関連研究・事例 

 個人のものづくりのデザインを支援するファブリケー

ションの研究は近年数多い．Disney Research では，どんな

形状でも回せる独楽(こま)を 3D プリンタなどで出力でき

る研究を発表した[1]．また，梅谷らはどんなデザインでも

必ず飛ぶ紙飛行機をデザインするシステムを発表した[2]．  

上記のようなファブリケーションが着目される以前に，本

研究に近い手芸に関するファブリケーションの研究もあ

げられる．五十嵐らはビーズ作品のデザインの難しさに着

目し，あらかじめ用意されている基本形状を組み合わせ，

その辺をビーズに対応させ処理を行うといった直感的な

ビーズ作品のデザインを支援する UI を提案した[3]．この

システムでは，デザインしたビーズ形状はどのようにビー

ズにワイヤーを通せば作れるか自動計算し，ユーザに順を

追って表示することができる．他にも五十嵐らはぬいぐる

みやあみぐるみ，カバーのファブリケーション研究などを

幅広く行い，発表している． 

 フランスの sculpteo 社は，iPhoneケースを個人がデザイ

ンできるサービスとして，いくつかあるテンプレートから

ひとつを選択し，それらを直感的に操作して新たに好みの

デザインを作成するアプリケーションを提供した[4]．この

アプリケーションにより作成された 3D モデルを社へ送信

することで， 3Dプリンタで実体化された iPhone ケースを

購入することができる． 

本研究では，レジンアクセサリの作成における材料の選択

や配置，見栄えのシミュレーションができるユーザインタ

フェースを実装する．これにより，作り直しのできないレ 

ジンアクセサリの出来上がりや作成の手順をシミュレー

ションによって確認することができる．  

4 ユーザインタフェース 
 本システムのインタフェースを図 2に示す．図内の(a~i)

は以下の(A～I)の機能に対応する．また，この順番はほぼ

レジンアクセサリの作成手順とも一致している．  

(a)                      (b)                   (c)                 (d)                                                
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(A) 台座および背景の有無 

 一般的にレジンアクセサリで用いる台座は，金属で作ら

れた土台である．背景は，写真や紙などを台座に敷く，ま

たは，台座なしで用いることができる．ユーザはどちらか

一つもしくは両方を使うことをメニューから選択する． 

本システムにおいては，予め台座の 3D モデルを入力し，

メニューバーから，台座の有無を選択すると台座がインタ

フェースに表示される．同様に，背景の有無を選択すると，

台座に重なる位置に背景が表示される．これらの選択は，

デザインの作成中，常時行えるものとする． 

(B) 台座の色変更 

 台座の色を，RGBの指定をスライダーで行うことにより，

任意の色の設定をする． 

(C) 背景画像の変更 

 ボタンを押すことにより，背景画像を設定する． 

(D) レジン表現の有無の指定 

 ラジオボタンにより，レジン表現の有無を指定する．レ

ジンは，予め用意した透明な半球の 3D モデルを台座の上

に表示する．反射光をレンダリングすることで，より実際

のレジンに近い表現を行う． 

(E) 描画画面 

 台座やパーツなどが表示される画面である． 

(F) 台座の見る位置の設定 

 スライダーによって，作成中のレジンのデザインを見る

角度を変更する． 

(G) パーツの配置と回転 

 (g)は土台に配置する，様々なマテリアルのパーツの選

択・回転を行う UI である．パーツは選択後，マウスドラ

ッグにより配置することができ，スライダーによって回転

を指定する． 

(H) 台座や背景，レジン表現の大きさの設定 

 台座・背景・レジンに対し，縦と横への拡大縮小を一様

に行い，任意の大きさに設定する． 

(I) 選択パーツの奥行値の変更 

 選択中のパーツの奥行を変更することで，パーツ同士の

重なり順を変更する． 

 

5 レジンアクセサリの作成と比較 
 本システムを用い，ユーザはレジンアクセサリをデザイ

ンした後，完成したデザインに従って，実際に制作を行う．

このとき，システム内で編集を行った背景画像があれば，

印刷し，切り抜いて用いる． 

 図 3に本システムで作成したレジンアクセサリのシミュ

レーション結果と，それを元にして作った実物を示す． 

 また，本システムを用いて簡単なユーザスタディを行っ

た．5 人の被験者（全て女性）は平均約 5 分で，図 4 に示

すようなデザインを作成することができた． 

6 むすび 
 本研究では，3D モデルを用い，直感的な操作でレジン

アクセサリのデザインを行うシステムを開発した．これに

より，二次元画像の操作だけでは掴みづらい出来上がりの

イメージをより捕らえやすくなる． 

謝辞 
 最後に今回，システム内のパーツ画像の利用許可をくだ

さった貴和製作所様に心から感謝を申しあげます[5]．あり

がとうございました． 

参考文献 
[1] Moritz, B., Emily, W., Bernd, B., Olga, S. H.: Spin-it: 

optimizing moment of inertia for spinnable objects. ACM 

Trans. Graph. 33(4), pp. 96, 2014.  

[2] Nobuyuki, U., Yuki, K., Ryan, S., Takeo, I.: Pteromys: 

interactive design and optimization of free-formed 

free-flight model airplanes. ACM Trans. Graph. 33(4): pp. 

65, 2014. 

[3] Yuki, I., Takeo, I., and Jun, M., Beady: Interactive 

Beadwork Design and Construction. ACM Transactions 

on Graphics, 2012 

[4] 3DPCase: sculpteo http://www.sculpteo.com/en/ 

[5] 貴和製作所: 

http://www.kiwaseisakujo.jp/shop/default.aspx 

 

 

図 3 作成デザインと実物の比較． 

完成デザイン（左）,実際の作品（右） 

 

図 4 本システムによる被験者のデザイン 

 

図 2 本システムのインタフェース 
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ECO 3D PRINTER 

ペットボトルを素材に使うコンセプト３Dプリンター 

沈東昇（Shim dong seung）                 富松 潔（指導教員） 

九州大学大学院 インタラクションデザイン研究室       九州大学 芸術工学府 デザインストラテジー専攻 

sfz88@naver.com                     k.tomimatsu2008@gmail.com 

キーワード: ３Dプリンター,  工業デザイン,  ECO 

 

1.Research Background  

  現在 3dプリンタ機は、私たちの生活に密接に近付いた

技術のひとつである。難しいモデリング作業もインターネ

ット上で共有されたファイルを受けて簡単出力が可能で

ある。しかし、技術の発展は、環境の汚染を同伴する場合

が多い 3dプリンタの材料であるプラスチックフィラメン

トも一回性で使用される場合が多いため、環境に少なくな

い負担を与えている。 また、ペットボトルはいくらリサ

イクルが可能だとしても、その過程でかかる費用は看過で

きない水準に達している。材料の購入に伴う金銭的な負担

のために企業や教育機関がない個人が自由に利用するこ

とができない進入障壁となっている。これを解決するため

の新しいコンセプトの 3dプリンタを提供する。 

 

２．Research Concept  

  廃プラスチックやペットボトルを 3dプリンタの材料で

あるフィラメントで提供する事例は、一般的に行われてい

るが 3dプリンタ以外にフィラメント押出機を購入しない

と利用できない。ペットボトルをフィラメントに再加工し

て使用者に供給する形式ではなく使用者が直接ペットボ

トルを活用できる方策を模索したコンセプトデザイン。 

‘eco 3d printer’は周辺で簡単に見つけることができる

プラスチック片や細かく切ったペットボトルを入れて、補

助的な手段として既存のフィラメントと一緒に使用する

ことができる。小さいサイズの出力は、既存のフィラメン

トがなくても廃プラスチックやペットボトルの部分で製

作が可能である。 

 

3. Expected effect 

  3Dプリンターの材料にペットボトルを使用することで、

フィラメントの使用量が抑えられ、資源の節約につながる。

また、身近なペットボトルが材料となることで、個人が負

担する材料費の軽減にもつながる。3dプリンターに関す

る進入障壁を心の中から引き下げられる機器となること

により、より多くの人たちが技術の利便性を体験すること

ができる。 

              <グラフィックイメージ>  
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多肉植物の観賞を支援するツールキットの提案 

栗原渉 中野亜希人   羽田久一 

東京工科大学メディア学部 慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科  東京工科大学メディア学部 

m011316483@edu.teu.ac.jp akito@sfc.keio.ac.jp   hadahskz@stf.teu.ac.jp 

キーワード:  多肉植物,  観賞ツールキット 

 

1 はじめに 
  かねてより，桜の花見やベランダガーデニング，生け花

や盆栽など，植物を観賞することは人々の生活に身近なも

のとなっている．植物によるストレスの緩和効果[1]や視覚

疲労回復効果[2]など，心理的・肉体的な効果があるという

研究結果が出ている． 

  植物とのインタラクションを支援する I/O Plant[3]や植

物をペット化する PotPet[4]に代表されるように，植物とイ

ンタラクションする研究が行われている．しかし，これら

はインタラクションすることを目的としており，植物本来

の姿や特徴を観賞するという目的が損なわれてしまって

いる． 

  近年若い世代にも人気が広がりつつある観葉植物に多

肉植物がある．多肉植物とは葉や茎，根に水を貯蔵する機

能を持つ植物の総称である．主にサボテン科やベンケイソ

ウ科，トウダイグサ科やススキノキ科など，数多くの科が

含まれる．具体的にはアロエやサボテン，ユーフォルビア

やハオルチアなどの種類が挙げられる．種の数としてはベ

ンケイソウ科が約 1500 種と言われるのに対し，サボテン

科は約 2500 種と言われている．このように，多肉植物に

は数多くの種類が存在するため種によって様々な特徴が

挙げられる．例えば，黄色や桃色に紅葉するものや葉や茎

の組織に厚みがあり触感が心地よいものなどである．多肉

植物は，一般の植物と異なる点が多いため，本研究ではこ

れに着目し，多肉植物の特徴やそれにフォーカスした観賞

に特化したツールキットの提案を行う． 

2 多肉植物の観賞 
  2.1 観賞方法 

  一般的な植物の場合，主に葉や花を見ることや匂いを嗅

ぐことが愉しまれる．しかし，多肉植物には種類によって

様々な特徴があり，それを愉しむために見ることだけでな

く触ること，播種や寄せ植えの体験が愉しまれる．本研究

ではこのさまざまな「愉しむこと」を観賞と定義する． 

  ハオルチアの観賞面の特徴は葉や茎の厚みと窓であり，

鉢を持ち上げて日光に透かすことで厚い葉を窓から日光

が透過する美しさを愉しむ観賞方法が多く取られる． 

  メセン類と呼ばれる種類は球状で表面が滑らかなもの

が多く，多肉植物らしく触感に弾力性があるため他の多肉

植物よりも触って愉しまれることが多い． 

  ベンケイソウ科に分類される多肉植物の多くは生育す

る過程で寒さに当たることにより見られる紅葉が特徴で

ある． 

  このように，多肉植物には数多くの種類とそれに見合っ

た観賞方法がある．そのため，今回は葉や茎の組織に厚み

があり葉に独特の組織を持つハオルチア(Haworthia)とい

う種類に特定して研究を行う．  

  2.2 ハオルチアの生態 

  図 1に示すハオルチア・オブツーサ(Haworthia obtusa)

はアフリカ原産の多肉植物であり，日本において観賞価値

が見出された植物である．多くの種類が存在し，大型種で

は株の直径が 20cm ほどに育つこともある．我々がホーム

センターなどで目にするものは直径 4cmから 7cmほどのも

のが多い．他の多肉植物と異なる点は進化により暗所であ

っても生存することが出来る陰性を獲得した点である．暗

所でも光合成を行うため，多くの種類の葉の先端に「窓」

と呼ばれる葉緑素がない部分があることが最大の特徴で

ある．その生態から，日光を取り込んだ際に光が窓を透過

する現象を確認できる．日光が透過し窓が宝石のように輝

いて見えることから「クリスタルプランツ」と呼ばれるこ

ともある．この宝石のように輝いて見えることが最大の特

徴であり，ハオルチアについて語られる際は必ずと言って

良いほど取り上げられる． 

  だが，陰性を持っているが故に春や夏の直射日光はハオ

ルチアにとって光が強すぎるため，半日陰で栽培すること

が多い．そのため，この現象を見るためには鉢の移動が必

要になることが多い． 

 

図 1 ハオルチア・オブツーサ 

3 ツールキットの提案 
  本研究では多肉植物の特徴に注目する観賞方法の一つ

として，知識量が少ない人でも特徴を捉えやすくすること

により，その植物に向いた観賞方法を理解することが出来

るようなツールキットの提案を行う．本研究は誰もが多肉

植物の特徴を活かした観賞方法を取るよう自然に誘導す

ることを目的としている． 
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  知識量が少ない人でも植物の特徴を活かした観賞方法

を取るためには，その特徴を理解することが必要である．

具体的には，直感ではわかりにくい特徴を見るためには植

物を視覚で捉えやすい光で照らすことで特徴を浮かび上

がらせることが挙げられる．また，植物に触れたことを感

知し，何らかの装置を使用して反応を返すことで触覚に特

徴のある植物への理解を促進することも出来る．このよう

に，その多肉植物の種類に応じて観賞への支援方法は異な

り，最適な手法の選択が必要である． 

4 システムの設計と実装 

  4.1 設計 

  今回はハオルチアの厚い媒質と「窓」という組織の特徴

をその生態と現象に基づいて引き出すために Arduino を用

い，フルカラーLED の照明をハオルチアに当て，光を窓に

透過させることで新しい観賞方法を検証する． 

  この方法を取ることにより，本来であれば鉢の下や横か

ら覗くことでなければ確認し辛い現象を上から観賞する

ことが出来る．また，本来は日光により透かしていたため

日中でのみ愉しむことが出来たが，夜や室内でも愉しむこ

とが出来る．さらに，従来は昼光色でのみ起きていた現象

がフルカラーLED を用いることで室内であっても，かつ時

間に関わらず朝日の色や夕日の色を再現し，この現象を愉

しむことが出来る．また，リラックスするために各自の好

みの色で愉しむことも出来る． 

  4.2 実装 

  図 2 のシステムの外観に示すように，LED はハオルチア

を取り囲める長さに連結し，各 LED には照明の散光を防

ぐために 3D プリンタにて出力し，黒色に塗装したケース

を装着した．配線部分及び照明部分は透明なグルーガンに

て固定する．また，スイッチを鉢に取り付けた．スイッチ

を押すことで色の変更が出来る． 

 

図 2 システムの外観   

  4.3 結果 

  今回のシステムを用いて，消灯時と点灯時で特徴がどの

ように見えるのかを確認した．図 3に示す通り消灯時の窓

の様子では葉や茎の厚さという特徴は視覚的に捉えられ

るものの，窓の透明感については捉えることが難しい．し

かし，図 4に示す点灯時の窓の様子では葉や茎の厚さに加

えて窓の白濁透明感を視覚的に捉えることが出来た． 

  また，図 1に挙げたハオルチアの図のように日光に透か

したものはみずみずしい印象を与えるのに対し，本システ

ムでは LEDの原色に近い光を使用することで自然には存在

しない色彩での観賞を行うことが出来る． 

 

図 3 消灯時の窓の様子 

 

図 4点灯時(白，黄，緑，青)の窓の様子 

5 おわりに 
  本研究では多肉植物の観賞を支援するツールキットの

一つとして，知識量が少ない人でも多肉植物の一種である

ハオルチアの特徴を捉えやすくすることが出来るツール

キットの提案を行った． 

  システムには ArduinoとフルカラーLEDを使用した．LED

を点灯・消灯させることでハオルチアの特徴がどのように

捉えられるのかを検証した． 

  このツールキットを使用することで，ハオルチアの特徴

である葉や茎の厚さを窓から光が透過する美しさを日光

なしでも引き出せた．結果，ハオルチアへの知識量が少な

い人でも一目でその特徴を捉える支援が出来たといえる． 

  今後の課題としては，紅葉を利用したものや葉の触感を

利用したものなどその他の特徴を捉えやすいシステムの

構築が必要であると考えている． 
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Dome Project OSSAN 

エアドーム星たまごを用いた遊べるインタラクティブコンテンツの提案 
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1 研究背景・目的 
 一般の人が気軽にプラネタリウムを楽しめるように，移

動式のエアドームが各社で開発されている．太陽工業株式

会社の開発した星たまごは，ドーム内に星の全周映像を投

影することによってプラネタリウムを実現する． 

 しかし，現在星たまごはプラネタリウムとしての用途で

しか使われておらず，全周映像を投影できるディスプレイ

としての他の用途は検討されていない．また空気を入れて

ドーム状に膨らませるその外観から，イベントなどで屋外

に設置されるエア遊具を連想させるが，プラネタリウムと

しての星たまごは子供たちが楽しく遊べるような要素を

持たない． 

 そこで本研究では，星たまごを用いて子供たちが楽しく

遊ぶことのできるようなインタラクティブコンテンツを

提案し，エアドーム星たまごの新しい活用方法を検討する． 

2 星たまご 

 星たまごとは，太陽工業株式会社が開発した直径 4m，

高さ 2.8m の半球状のエアドームであり，必要な広さと一

般家庭用電源（100V）さえあれば子供でも設置可能である．

図 1に星たまごの外観を示す． 

図 1 星たまごの外観 

3 コンテンツの概要 

 エアドーム星たまごを用いた遊べるインタラクティブ

コンテンツとして，本研究では「Dome Project OSSAN」を

提案する． 

 「Dome Project OSSAN」は，プレイヤーの駆け足によっ

て映像上のキャラクターおっさんが増えるインタラクテ

ィブゲームである．星たまご内に置かれたフットマットデ

バイスを駆け足するように両足で踏むことによって，街の

風景が描かれた全周映像におっさんが出現する．30秒間駆

け足し続け，おっさんの数（＝フットマットデバイスを踏

んだ数）を競う． 

4 コンテンツの動作 

 「Dome Project OSSAN」は以下のような流れで動作する．

フットマットデバイスを足で踏むと，内部に仕込まれたセ

ンサがそれを検知し，接続された Arduino を通じて PC 上

のプログラムに信号が送信される．信号を受信したプログ

ラムは，映像上のランダムな場所におっさんを 1人出現さ

せる．映像はプロジェクター2 台，ハーフミラー2 台を通

してエアドームの全周に投影される． 

5 コンテンツの体験 

 九州大学芸術工学部の施設公開にて，屋内に星たまごを

設営し，来場者に「Dome Project OSSAN」を体験してもら

った． 

 その結果，エアドームの目新しさからか，たくさんの子

供たちが興味を持ってゲームをプレイしてくれた．中には

友人とスコアを競い，息が切れるまで一生懸命にプレイす

る子供もうかがえた．図 2 に子供たちが「Dome Project 

OSSAN」を体験している様子を示す． 

図 2 「Dome Project OSSAN」体験の様子 

6 考察・今後の展望 

 「Dome Project OSSAN」を体験してもらった結果，遊べ

るコンテンツとしての星たまごの新しい可能性を見出す

ことができた．しかし，ハーフミラーを用いて投影してい

るため映像の不明瞭さが目立つという問題点も挙がった．

この点に関しては，ハーフミラーを使わず短焦点プロジェ

クターのみを用いるなどの改善策を検討中である． 

 今後は「Dome Project OSSAN」を同時に 2人でプレイで

きるような対戦型ゲームに改良し，星たまごがさらに面白

く楽しいコンテンツとなるように研究を進めていきたい． 
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キーワード：インタラクション、アンビエント

アンビエント・インタラクションに関する研究
-視覚情報と聴覚情報による行動誘発を試みる基礎研究-

駒宮大己
武蔵野美術大学大学院
info@hirokikomamiya.com

白石学
武蔵野美術大学大学院
manasira@musabi.ac.jp

1 背景

2-1 時代背景に関する考察
　現代はユビキタス社会から、アンビエント社会に変化して
いる。目的の情報を「いつでも・どこでも・だれでも」手に入れ
るための情報環境が揃っている。また、アンビエント環境が整
備され、情報の方から人間に対して情報を提供されるように
なってきた。
　
2-2 アンビエント社会とは
　アンビエントとは英語で「周辺の」「環境の」という意味を持
ち、人が意識をすることなく情報を手に入れることが可能な
社会をのことをアンビエント社会と言う。(1998年、米Palo 
Alto VenturesのEli Zelkha と Brian Epsteinがフィリップス向
けのプレゼンテーション「2010年～2020年ごろの社会」にて
定義づけられる)
　アンビエント社会では、人々を取り巻く情報環境が見えな
いかたちで溶け込まれ、人間の状況をIT技術を用いてセンシ
ングし、加工された環境の側から必要な情報を必要な時に提
供したり、ICTによる快適な環境、安全安心な環境を保持した
りするという世界である。アンビエント社会では、利用者が情
報の存在をしない将来の情報環境として、テクノロジー技術
が生活空間に溶け込む「アンビエント情報社会」とセンサー
などを用いて環境自体が情報を取得するようにする「環境知
能」を用いることで人間に情報刺激を簡単に与えることが可
能となりつつある。amazonやgoogleなどのwebサービスでは
ユーザーが観覧したwebページをビッグデータとして蓄積し、
そのユーザーに向けたお勧めを表示したり、そのユーザーに

向けた広告を表示するために活用している。また、アンビエン
ト社会の実現を目指しているのはIT産業に留まらず広告産業
を始めとし、自動車産業など他領域にも及んでいる。本田技術
研究所やトヨタ自動車工業はビッグデータを利用した安全面
を考慮した自動車やサービス、システムの開発を行っている。
アンビエント社会に関する研究を行っているのは、早稲田大
学グローバルCOE プログラム　アンビエントSoC教育・研究
の国際拠点、KDDI、東京大学「アンビエント社会基盤研究会」
などが存在する。
　そのような社会の中でユーザーの周囲を取り巻く環境が、
ユーザーの習慣的行動によって変化する状況を作り出すこと
をアンビエント・インタラクションとして定義する。

2-3　アンビエント・インタラクションとは
　アンビエント・インタラクションとは、人の習慣的行動と目
的のための反射的行動を重ねることで、人に対して、行為の目
的を意識をさせないインタラクションのことである。

2 アンビエント・インタラクションの効果的な
用法に関する考察

　情報が飽和している状態である現代社会において、如何に
ユーザーの求める情報を与える精度を高めることにアンビエ
ント社会の技術の活用がきたいされている。しかし、それだけ
ではなく、ユーザーに情報の存在に対しての意識を向けるた
めについてのインタラクションに関しても考えるべきではない
だろうかと考える。
　アンビエント・インタラクションは、目的意識なしに行動を
誘発するインタラクションであるため、行為に対する事前段階
のインタラクションとしても有効的だと考える。人は目的意識
を持って行動をしインタラクションを発生させる。そう仮定す
るのならば、目的意識を持たせるためのインタラクションを考
えることが、インタラクションを考える上で重要になってくるの
ではないだろうか？人間の行動はインタラクションの連続性
で成立する。そのため、次のインタラクションにスムーズに移
行するために、反射的・誘発的にユーザーの意識を誘導する
ことで、次のインタラクションに対して、より注目度も高まるだ
ろう。また、あくまで、きっかけを与えるためのインタラクション
とすることでユーザーは急な情報提供などをされることでは
ないため、情報の溢れる現代でストレスとなることもないだろ
う。本研究では、その情報が欲しいという目的意識を持つ前
の「気にさせる」ための事前のインタラクションに関して、アン
ビエント・インタラクション手法について研究を行う。

アンビエント・インタラクション

反射的・誘発的に
次の行為を促す

目的行為 ( ユーザーがインタラクションの起点となる行為に対して目的意識を持っている )

非目的行為 ( ユーザーがインタラクションの起点となる行為に対して目的意識を持っていない )

人間同士の会話
センサーを使用した情報の提供

ボタン押すなどのインタラクション

音声案内システム

室内灯・自動ドア

画面操作系インタラクション

顔認識機能付き自動販売機

火災報知器・盗難防止システム
自動点灯街灯・自動エアコン

ディズニーランド
（ホーンデッドマンション）
の追いかけて来る目
空を覗き込むデジタルサイネージ

認識させることで
次の行為を促す

etc
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ロボットアニメ戦闘シーンにおけるカット設計支援システムの開発 

徐弘毅                兼松祥央      茂木龍太       鶴田直也       三上浩司      近藤邦雄 

東京工科大学 メディア学部    首都大学東京   首都大学東京    東京工科大学    東京工科大学   東京工科大学 
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1. はじめに 

ロボットアニメは日本のアニメーションにおいて

人気の高いジャンルの一つである。1963年に初放送

された「鉄人２８号」から現在に至るまでに様々な

名作を生み出し、日本だけではなく世界中でも高い

人気を誇る。ロボットアニメを制作するには様々な

要素を考慮しなければならないが、本研究ではロボ

ットアニメの人気を担う特徴の一つであり、ロボッ

トの動きや迫力、スピード感などを演出するために

必然的にカット数が多くなりがちな「戦闘シーン」

に着目した。従来、ロボットアニメの企画段階では、

戦闘シーンの画面構成や見せ方、迫力の出し方など

についてはディレクター個人の経験やセンスに依存

している。したがって、口頭での指示や絵コンテだ

けでは、ディレクターが考える演出のイメージとス

タッフの理解に誤解や齟齬が生じ、コミュニケーシ

ョンギャップによるリテイクの増加などの問題が発

生しがちである。 

本研究ではロボットアニメの戦闘シーン制作を支

援するため、戦闘シーンのカット割りを含むシーン

構成シミュレーションシステムの開発を目的とする。

そのため，現在はロボットアニメの戦闘シーンで「よ

く行なわれる行動」のカット割りの特徴と、ロボッ

トアニメの戦闘シーン特有の特殊な画面構成を整理

し、分析している。 

2．先行研究 

鈴木[1]は日本のロボットアニメーションを対象と

して10の戦闘シーンを調査した。カット尺とカット分

類に基づいた分析により、話の展開によってカットの

割り方に一定の傾向があると述べている。高木[2]は既

存アニメ作品の戦闘シーンのカット毎に画面に映って

いる要素を抽出・分析し、ライブラリ化してカット設

計の支援システムを提案した。兼松ら[3]は既存映画作

品のカメラワークを分析し、カメラの移動経路で分類

したライブラリを開発した。また、中嶋ら[4]はマッチ

ムーブを用いて既存作品のカメラワークを数値データ

として取得し、より多くの種類のカメラワークをデー

タ化している。これらの研究成果を用いる事でカメラ

ワークをカメラの移動経路やパン、ドリーといった技

術用語で検索し、シミュレーションすることが可能で

ある。しかし、ロボットアニメの戦闘シーン制作の演

出において設計すべきなのはカメラワークだけではな

い。また、戦闘シーン制作においてカメラの移動経路

や技術用語でシミュレーション用データを検索するこ

とは直感的ではない。本研究では既存作品分析をもと

に、戦闘シーンの主体であるロボットの行動や見せ方

に紐づいた検索項目の提案を目指す。 

 これらの研究成果を基にして、作品のジャンルを

ロボットアニメに固定し、分析作品数を増やした上

で、ロボットアニメの戦闘シーンに共通する要素や、

ロボットの姿とパイロットを同時に映すなどのロボ

ットアニメによく見られる特殊な画面構成について

分析し、カット割りやシーン構成の支援を行なう。 

3． 調査方法 

本研究を達成するために、既存のロボットアニメ

の戦闘シーンをカット毎に抽出し、画面を構成する

要素を分析する。さらに、分析結果を元にカット割

りやカメラワークなどの戦闘シーンに関する演出情

報をライブラリ化する。ライブラリ化してカット設

計の支援用のシステムを作成する。 

 

表 1 現在分析している既存作品リスト 

天元突破グレンラガン 2006 

ヱヴァンゲリヲン新劇場版：序 2007 

コードギアス反逆のルルーシュ R2               2008 

STAR DRIVER輝きのタクト 2010 

劇場版マクロス F 2009-2011 

機動戦士ガンダム SEED HDリマスター 2011 

革命機ヴァルヴレイヴ 2013 

機動戦士ガンダムＵＣ 2010-2013 

蒼穹のファフナー EXODUS 2015 

表 1 は、本研究で分析対象としている既存作品を
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示すリストである。本研究ではこれらの作品の戦闘

シーンからカットを抽出し、分析を行う。 

4．調査分析の結果 

図 1に、カットの一例を示す。表 2に、図 1の分析結

果を示す。現在は既存のロボットアニメ２作品から 5 つ

の戦闘シーンを抽出し、合計 365 のカット分析を行っ

た。 

  

 図 1 革命機ヴァルヴレイヴ第一話 カット例 

©サンライズ MBSヴァルヴレイヴ製作委員会 

表 2 分析シート例 

タイムコード 19：48.68～19:53.76 

カット尺 00：05.08 

メイン機体・人物 主人公機 

サブ体・人物 敵機 

作戦環境 空中 

カット詳細 敵機爆発。 

動き有無（メイン） あり 

動き有無（サブ） あり 

優劣 味方優 

ポーズ 前傾姿勢で飛ぶ 

BGM傾向 厳しい、どんどん激しくなる 

音響効果 飛行音、爆発音 

セリフ・感情 なし 

コントラスト ハイコントラスト 

色味 赤・黒・緑 

キー ローキー 

カメラワークの動き 固定形 

カメラ焦点 主人公機 

この 356 カットのうち、戦闘が空中で行なわれるカットは

156カット、陸上で行なわれるカットは178カット存在して

いる。また，変形型ロボットが登場するのは 162 カット、

コックピットや人の顔を映す特殊な画面構成が含まれる

カットは 127カット含まれていた。 

 さらに、ミサイルや投げ槍など複数の物体が拡散して

飛翔する兵器や、投擲武器を使用するカットは 37カット

含まれていた。この 37 カットを比較した結果，発射して

いるものが大きく見えるようにカメラを後退して撮影する

表現手法がよく使われる傾向にあった。このように、本

研究ではカメラワークをはじめ、ライティングや画面構成

など、戦闘シーンの演出に関するデータを比較分析し、

シーン構成シミュレーション用のライブラリ開発を目指し

ている。 

5． システムの提案 

本研究の最終的な目的は戦闘シーンの構築シミュ

レーターの開発である。  

 
図 2 ロボットアニメ戦闘シーンのシミュレータ

ーシステム案 

図 2 は、本研究のシミュレーターシステム案であ

る。ユーザーは表現したいロボットの行動に基づい

たカット割りや画面構成、カメラワーク、ライティ

ングといった演出データをデータベースから検索し、

これらを組み合わせることによって戦闘シーンのシ

ミュレーションが可能なシステムを目指す。 

 6．まとめ 

 本研究では、ロボットアニメ戦闘シーンにおけるシ

ーン構成支援システムの開発を目的として研究した。

そのため、現時点で既存ロボットアニメ2作品から戦闘

シーンのカットを収集し、分析を行った。収集したカ

ットを「タイムコード」「カメラワークの動き」「ラ

イティング」「音響効果」等、計18 項目を設けて、分

析した。 
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カット分析に基づくキャラクター表情制作支援スクラップブック 
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1. はじめに 
 アニメ作品には物語があり、その物語にキャラクターは

必要不可欠である。キャラクターはコンテンツの外見を表

す[1]重要な要素であるが、その制作は専門家の経験や感覚

に頼っている部分が大きい。近年テレビアニメーション制

作においても、1 枚 1 枚作画する膨大な作業を軽減するた

め、背景やメカ、特殊効果など部分的に 3DCG技術を用い

る手法がここ数年で定着し、キャラクターにも用いられつ

つある。しかし、キャラクターにおいてはリアルとは別の

独特のアニメ表現を 3DCGにも必要とされており、まだ手

描きのアニメーション需要はあるのが現状である。キャラ

クターの表情は作品においてもアップで出る機会が多く

重要度は高い。 

そのため本研究はアニメキャラクターの顔の表情を対

象として、アニメキャラクター表情のスクラップブックを

用いたキャラクター原案の制作支援を目的とする。3DCG

ではなく手描きアニメーションのアニメキャラクター表

情の調査収集と分析を行いスクラップブックとしてまと

めることで、アニメ的表現に則した分類と検索をできるよ

うにする。これによりアニメ作品において各キャラクター

に必要とされる表情集の制作の作業時間を削減し、キャラ

クター表情の描き分けを円滑にできるようにすることを

目指す。 

2. 関連研究 
表情に関する研究やキャラクター表情の制作に関する

3DCGモデルまでの制作工程の研究がされている。 

蝦名[2]はキャラクターの性格設定を表情に反映させる

ことで、キャラクターの個性を表現する手法を提案してい

る。また表情のモーフターゲットを半自動生成するツール

の開発と、その評価を示している。表情は一般的に「基本

6 感情」すなわち、「喜」「驚」「恐怖」「怒」「嫌悪」「悲」

について分析される。「基本 6 感情」とは、過去多くの研

究者たちが表情と連合した感情語を決定しようと研究を

続けた末 Woodworth.R.S.（1938）が発表した 6つの感情領

域を基に見出された動詞である。感情の起こる原因は文化

によって異なる場合があるが、感情を表す表情は万国共通

といわれている[3]。 

3. 既存作品キャラクター表情の調査収集 
キャラクター表情の表現について調査するために既存

のアニメーション作品 5 作品に登場するキャラクター45

人の合計 366カット分のキャラクターの表情を図 1に示し

たように Excel で収集した。この際、参考画像の表情をス

ケッチして眉・目・口・涙・鼻水・血管・しわ・汗の表現

を簡潔に描いてまとめた。表情は既存の研究にある基本 6

感情は用いずに動詞である笑う・喜ぶ・照れる・甘える・

張り切る・嫌がる・耐える・恐れる・怒る・呆れる・焦る・

困る・悔しがる・悩む・疑う・悲しむ・痛がる・驚くとい

うようにタグ付けをして分類した。その結果を表 1に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1既存作品キャラクター表情の調査収集方法 

ガンダムビルドファイターズトライ＠サンライズ(2014) 

 

表 1調査収集したキャラクター表情の分類結果 

笑う 25 焦る 20 

喜ぶ 41 困る 14 

照れる 15 悔しがる 18 

甘える 3 悩む 16 

張り切る 17 疑う 9 

嫌がる 26 悲しむ 34 

耐える 11 痛がる 19 

恐れる 23 驚く 27 

怒る 32   

呆れる 16 合計 366 

4.分析内容 
既存作品キャラクター表情の収集調査から、笑う・怒る

等というような単純な表情と、笑いながら怒るや喜びなが

ら照れるというように複数の動詞で分類できる例が 121

（全体の 33%）あることが分かった。また基本 6感情では

分類が難しい表情があった。 
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366 カット分のスケッチから図 2 のように共通する眉・

目・口の形状を記号化して数字を割り振り分類した。図 3

はこの方法で得られた眉・目・口それぞれの形状パターン

である。これにより、それぞれの表情スケッチに最も適し

た形状を選出し組み合わせた表情を図１の表情パターン

のように絵と各パーツの番号を表す数値の合計で記した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2眉形状の分類方法の例 

花咲くいろは＠P.A.WORKS 

中二病でも恋がしたい！戀＠京都アニメーション 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3眉・目・口形状のパターンと対応する番号 

また、本調査で収集した画像を分析した結果同じ動詞で

分類した表情であっても表現の仕方が複数あることが表

情のパターン化により分かった。図 4は「呆れる」表情に

おいて分析結果から得たパターンである。また、違う動詞

で分類した表情であっても表現する際に同じパターンを

用いており見た目が同じである場合があった。図 5は同じ

見た目で違う分類がされた参考画像である。 

 

 

 

 

 

 

図 4「呆れる」表情のパターン例（5通りの内 3つ） 

 

 

 

 

 

怒る      嫌がる     悔しがる 

図 5同じ見た目の参考表情例 

5.提案システムの構成 
本研究では従来の基本 6感情による表情の分類ではなく、

動詞によって分類することでキャラクター表情スクラッ

プブックを開発する。システム使用の流れとスクラップブ

ックの構成を図 6に示す。本システムは既存の研究で行わ

れているCharaCollage[4]を用いてキャラクター原案を制作

する前に使用し、キャラクター原案制作において表情も合

わせて制作するためのシステムにする。本システムはアニ

メキャラクターの表情画像を収容するフォルダ、ユーザー

が検索しデータを閲覧する HTML ファイル、キャラクタ

ー表情の情報を登録しておく XML ファイルで構成。ユー

ザーは動詞と表情パターンに加えて、涙や汗などの付加要

素の有無によってタグ検索できる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 6システム使用の流れとスクラップブックの構成 

 

6. まとめ 
本研究はキャラクター原案の制作支援を目的としたア

ニメキャラクター表情のスクラップブック化に取り組ん

だ。そのため 3DCGではなく手描きアニメーションのアニ

メキャラクター表情を作品からカットごとに調査収集と

分析を行い、アニメ的表現に則した分類と検索をできるよ

うにした。また分析の結果、表情の分類を 6感情とは別の

方法で行うことで的確に分けられる可能性と表情ごとに

用いられる眉・目・口の組み合わせのパターンを発見する

ことができた。これらによりアニメ作品において各キャラ

クターに必要とされる表情集の制作作業時間削減や、キャ

ラクター表情の描き分けの円滑化が期待される。 

参考文献 
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身体的特徴を持った人間キャラクターの制作支援システムの提案 

永田幸            茂木龍太      兼松祥央      鶴田直也      三上浩司     近藤邦雄 

東京工科大学メディア学部    首都大学東京   首都大学東京   東京工科大学     東京工科大学    東京工科大学 

m0112308de@edu.teu.ac.jp 

キーワード:  CG,  キャラクターメイキング,  モデリング 

 

１ はじめに 
 キャラクターはコンテンツの外見を表す[1]重要な要素

である。コンテンツの多様化によって、キャラクターもま

た多様化が求められている。 

現在、特徴をもったキャラクターのビジュアルにおける

3D での制作支援の為の研究が進められているが、これら

は人間という種族以外を扱った研究である。しかし、多く

のコンテンツにおいて人間の外見をもったキャラクター

は多く存在する。人間キャラクターをより魅力的に見せる

為に、明らかに「そのキャラクターである」と認識させる

特徴付けが必要である。しかし、既存の研究では人間キャ

ラクターの身体における外見的特徴を扱っていない。 

本研究ではより魅力的な人間キャラクターを制作する

ための、「身体的特徴を持った人間キャラクターの制作支

援」を目的とする。義肢や、自身の物ではない物質を身に

着けるなど、身体に明らかな特徴をもったキャラクターを

調査、分析し、3DCG を用いた制作支援システムを開発す

る。 

 

2 関連研究 

 キャラクターの制作支援手法の為の研究として、2 つの

関連研究について述べる。 

 辻[2]の研究では、ロボット 3D パーツを用いた人型ロボ

ットデザインのシミュレーションについて行っている。既

存のロボットを調査、分類し、3D モデルでロボットのパ

ーツを作成。パーツの入れ替えによって、ロボットのデザ

インを行うことができるシステムを開発した。このシステ

ムによって、既存のロボットパーツを用いて効率よくキャ

ラクターの制作を行うことが可能である。また、鈴木[3]

の研究では、亜人種キャラクターを調査、分析し、先述し

た辻[2]のシステムを用いてより効率よく亜人種キャラク

ターの制作を行うためのシステムを開発した。 

 これら二つの研究はロボット、亜人種などの特殊な設定

を持つキャラクターの制作を行うことに対しては有用で

あるが、人間、または人間と限りなく似た容姿を持つキャ

ラクターの制作、及び人間の容姿を崩すことなく特徴づけ

を行うには不便である。また、左右の足で違うパーツを選

択することが出来ない。そこで本研究では身体的特徴をも

った人間キャラクターを制作するための制作支援を目的

とした。 

 

 

 

3 既存キャラクターの調査 

調査項目 

 本研究では既存の「身体的特徴をもつ人間キャラクタ

ー」を調査、分析するために以下の 3 項目を本研究の調査

対象とした。 

1.基本は「人間」という種族。もしくは「元人間」のキ

ャラクター。 

2.見た目が限りなく人間に近い種族も含む。 

3.身体の一部に、本来そのキャラクターが持ち得ない物

質・特徴が取り付けられている。 

 

この条件に従い、以下の項目を収集した。 

a.キャラクターの基本情報 

1.作品名 

2.キャラクター名 

3.作品ジャンル 

4.設定上の種族 

5.性別 

6.作品における役割 

b.身体的特徴がある部分の文字情報 

7-1.特徴部位(頭) 

7-2.特徴部位(胴) 

7-3.特徴部位(腕) 

7-4.特徴部位(脚)  

c.身体的特徴がある部分の視覚情報(図 1) 

8.特徴部分(図) 

d.身体的特徴部分の情報 

9.可動・不動(特徴部分が動くか動かないか) 

10.変形パターン数(特徴部分に変形パターンがあるか

ないか。無い場合は 1、ある場合はその数。形状が自在

になる場合は X と記入) 

11.キャラクター設定(特徴的部分を得た経緯) 

12.特徴部位の素材(特徴部分がなにで出来ているか) 

13.特徴部位のカテゴリ(補助・武器・侵食・装飾にカ

テゴリ分けする。 

 

図 1のテンプレートは義肢を制作する際の切断レベル、

及び人体の骨格から割り出したものである。 

身体的特徴のあるキャラクターを収集し、特徴部分の

ある部位を塗りつぶして情報を簡単に視覚化する。 
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図 1 身体的特徴がある部分の視覚情報入力用テンプ

レート 

図 2 左 身体的特徴がある部分の視覚情報入力用テン

プレート入力例 

図 2 右 ©荒川弘「鋼の錬金術師」(2001～2010) 

 

4 調査結果と考察 

リストアップキャラクター：149 体 

調査済みキャラクター：67 体 

(見た目に特徴のないキャラクターを除く) 

以上から、腕に特徴を持つキャラクターが多くみられるこ

とがわかる。 

また、テンプレートで幅のある前腕、上腕、大腿、脛にお

いて、特徴の現れる部分が 2 から 3 パターンに分類できる

と思われる。 

更に、先に作成したテンプレートにはなかった顎に特徴の

あるキャラクターが 2 体。目から額にかけて特徴のあるキ

ャラクターが 2 体確認できた。 

このことから、頭と、前腕など幅のある部位に関してテン

プレートを改良する必要があると考えられる。 

 

 以上を踏まえ、調査、分類した特徴部分をパーツごとに

モデリングし、組み替えを行うことができるシステムを開

発する。 

 

5 システム概要 

本システムは一から開発するのではなく、辻[2]の開発した

システムにパーツを組み込み、問題点を改良していく。 

システムの構成を図 3 に示す。ユーザーは使用したいパー

ツを選択し、そのパーツをモデルデータベースから探し出

し、デフォルトのモデルとパーツを入れ替える。そしてそ

のパーツの形状編集を行い、気に入らなければモデルの選

択へ戻る。これを繰り返しながら、目的とする身体的特徴

を作成する。 

 

6 まとめと今後の予定 

 本研究では、より魅力的な人間キャラクターを作成する

ため、身体的特徴を持った人間キャラクターの制作支援シ

ステムを提案した。条件にあったキャラクターを項目に分

けて調査、分類し、システムに組み込むためにパーツをモ

デリングする。 

 今後はキャラクターの調査分類を更に進めるとともに、

パーツの 3D モデル作成、システムの開発を行う予定であ

る。 

 

参考文献 
[1] 近藤邦雄,三上浩司,“コンテンツクリエーション”,

コロナ社, 2014 

[2] 辻翔太, 茂木龍太, 兼松祥央, 三上浩司, 近藤邦雄, 

3Dパーツを用いた人型ロボットデザインのシミュレーシ

ョンシステムの開発,芸術科学会NICOGRAPH2014, 2014.11 

[3] 鈴木裕章，兼松祥央，茂木龍太，三上浩司，近藤邦雄,

パーツ分類に基づく亜人種キャラクターの3Dモデリング

手法,映像情報メディア学会・画像電子学会・芸術科学会，

映像表現・芸術科学フォーラム2015，2015.3 
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集団キャラクターにおける配色バランスの分析 

五十嵐美紅                  茂木龍太      兼松祥央      鶴田直也       三上浩司       近藤邦雄，   

東京工科大学メディア学部     首都大学東京  首都大学東京   東京工科大学   東京工科大学   東京工科大学  

m01120208a@edu．teu．ac．jp 

キーワード:  色，  キャラクター， 集団 

 

1 はじめに 
 現在，アニメーションなどのコンテンツは商業アニメー

ションだけではなく個人でも制作され，多くのアニメーシ

ョンが制作されている．しかしアニメーションに登場する

キャラクターの制作は現状イラストレーターや制作スタ

ッフの感覚に頼っている部分が大きく，確立された制作手

法があるわけではない．またアニメーションのコンテンツ

には魅力的な複数のキャラクターが必要になるが，それぞ

れ個別に外見特徴・内面特徴を持たせる必要がある． 
 その中でも，キャラクターの配色情報は，色の組み合わ

せだけでキャラクターの印象を変えることができる．しか

しながら,配色についても確立された制作手法が無く感覚

で行われており，容易に制作することは難しい． 
そこで本研究では，配色について着目し，集団のキャラ

クター配色シミュレーションについての研究を行う． 
 

2 先行研究 
先行研究として城戸ら[1]がキャラクターデザインのた

めの配色支援システム構築，坂内[2]が集団キャラクターメ

イキングのための製作支援スクラップブックの研究を行

っている． 
しかし，城戸の研究ではキャラクター単体の配色シミュレ

ートを扱い，複数人のキャラクター配色バランスのシミュ

レートは行っておらず，坂内の研究では集団のキャラクタ

ーメイキング手法を扱っているものの，配色については触

れておらず，どちらの研究でも複数キャラクターを対象と

した配色シミュレーションを行うことはできない． 
本研究ではこの課題を解決するために既存作品の集団

キャラクターの配色スクラップブックの構築と配色シミ

ュレーションを目的に研究を行う． 
 
 

3 キャラクターの調査 
3.1 キャラクター配色情報について 
集団でのキャラクター配色シミュレートを行うため，キ

ャラクターの配色情報をパーツごとに分類し記録を行っ

ていく． 

先行研究で、城戸が使用していた配色テンプレートに手を

加え，坂内の集団の定義を参考にしつつ分類を行う． 

 

 まずキャラクター配色のテンプレートに述べる． 

城戸の先行研究では，既存キャラクターを調査し，パーツ

を髪・首・肩・三分袖・五分袖・七分袖・長袖・胸下・腰・

股下・膝上・足首・靴・靴先・コート・ネクタイの 18 の

パーツラインで分割し，キャラクターを 58 領域に分割し

たテンプレートを使用している． 

しかし城戸のテンプレートには首や手首等にあたる領域

が無く，配色情報の再現することが不可能であったため，

新たに調査した結果，首・手首・二の腕・爪先・コートの

表地などを記録する領域を作成した図 1のテンプレートを

使用する． 

本研究では，キャラクターの配色をこのテンプレートに

登録し，集団の配色情報のスクラップブックの構築を行う．

図 2 にキャラクター配色の登録例を示す． 

キャラクターの配色を HVS 色相で取得し，それぞれをマ

ンセル色相環にあてはめ，その結果から，色同士の関連性

を検証する． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ キャラクター配色テンプレート 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2  配色テンプレートを使用し配色を抽出した例 
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3.2 キャラクター集団情報について 
 次にキャラクターの集団の配色情報について述べる． 

坂内の先行研究では既存作品の主人公と主人公に関係の

ある二つの集団に着目し，分類・分析を行っている． 

本研究でも坂内が行った集団の分類に則り，集団を 9 つの

グループに分類し，調査・比較を行う． 

表 1 に集団グループの分類を,図 3 に集団の一例を示す． 

また，主人公に敵対組織が存在する場合は，主人公の属す

る集団と対比されていることがあるため，配色を抽出し主

人公の属する集団との比較を行い，色のパターンを分類す

る． 

表 1 集団グループの分類表 

グループの分類 

家族 一族 幼馴染 

クラス 部活 チーム 

軍 旅 その他 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3 集団の一例 

3.3 集団の配色バランスについて 
 先述した分類・調査を元に集団の配色について比較を行う。 

図 4，図 5，図 6，に集団の例を示す.なお左端の人物が主人公

に当たる．なお本研究では主人公を作品の中でもっとも関係を

構築しているキャラクターとする． 

図 4 の集団は，6 キャラクターの集団で，その他のグループに

属する。それぞれの色数は左から 6，9，6，6，6，6 である。 

 

図 4 集団の一例 

図 5 は 6 キャラクターの集団で，チームのグループに属する． 

色数は左から 7，7，7，5，7，6 である。 

図 5 集団の一例 

 

図 6 は 5 キャラクターの集団で，部活のグループに属する． 

色数は左から 10，6，9，7，9 である。 

図 6 集団の一例 

 

この 3 つの集団を比較すると，図 4 の集団はキャラクターの中

で，異なるパーツに同じ色や近似色などを使用し，キャラクタ

ー同士を異なる配色でまとめている． 

図 5 の集団は彩度が高く，集団で同色の衣服を着用している

が，髪色や瞳の色を変え，特徴付けている． 

図 6 の集団は色数が他 2 つの集団と比べると多く，黒と灰色等

といった異なる特徴を持つ色を組み合わせて配色を行ってい

る． 

 

4 分析結果と考察 
調査・分析した結果，キャラクター1 体に対して使用す

る色数は多くても 10 色，平均 6 色でキャラクターの配色

情報を再現できることがわかった．しかしキャラクター1
体に対する色数は少なくとも，集団の配色では同じ色，組

み合わせがないように配色されていることがわかった． 
また，同じ服装を着用している場合は，髪色や目の色，

衣服の着方などで差別化を行い，配色情報に差異があるこ

とがわかった． 
 

5 おわりに 
 本研究は，集団キャラクターの配色バランスについての

スクラップブックの作成および配色シミュレーションを

目的として, 配色分析のためのテンプレートと配色抽出

を行った． 

 

参考文献 
[1] ．城戸宏之，岡本直樹，茂木龍太，三上浩二，近藤邦

雄，金子満，キャラクターデザインのための配色支援

システム構築，芸術科学会，NICOGRAPH 春季大会 

2009 ． 
[2] 坂内泰子，集団キャラクターメイキングのためのデジ

タルスクラップブックの開発，映像表現・芸術科学フ

ォーラム 2015 
[3] 近藤邦雄，三上浩司，コンテンツクリエーション，コ

ロナ社，2014 
[4] Takahiro Tsuchida， Ryuta Motegi， Naoki Okamoto， Koji 

Mikami，  Kunio Kondo Mitsuru Kaneko，  Character 
Development Support Tool for DREAM Process， Asia 
Digital Art and Design Association， International Journal 
of Asia Digital Art and Design Association，Vol．16， pp．
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役割分担に基づく集団キャラクター制作支援スクラップブック 
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1 はじめに 
アニメや漫画、ゲームといったコンテンツは毎日のよう

に制作されている。その中でもキャラクターというものは

コンテンツのストーリーを展開させて見る人を作品に惹

き込み、感情移入させ、楽しませていく存在である。すな

わち、キャラクターはコンテンツを構成するための重要な

要素のひとつと言える。特徴あるキャラクターを効率的に

制作できるようになることで魅力的なコンテンツの大量

生産につながるのである。 

しかしキャラクターの制作はプロのデザイナーの経験

や感覚に頼ることが多く、未経験者が制作するのは難しい。

そのため、キャラクターメイキングに関する研究は長年続

けられている。しかし、その多くは単体のキャラクターを

作ることを目的としている。キャラクターはコンテンツの

中に単体で登場することはなく、何かしらの集団に所属し

ている。さらに、キャラクターはストーリーを展開させる

ための役割というものを担っている。集団でのキャラクタ

ーメイキングについての研究や、キャラクターの役割につ

いての研究はすでにされているが、それらを合わせた研究

はまだされていない。 

本研究では、集団キャラクター制作を支援するため、シ

ナリオ内でのキャラクターの役割に着目した集団キャラ

クターのメイキング手法を提案する。具体的には、既存の

コンテンツにおいてキャラクターに与えられている役割

を調査・分析・整理し、ディジタルスクラップブックの制

作を行う。また、スクラップブックを利用するための検索

システムを構築する。これにより、ストーリーと関連の深

い複数人のキャラクター制作が期待される。 

 

２ 関連研究 
茂木ら[1]は絵が描けないプロデューサーでもキャラクタ

ーの原案を作り、デザイナーとの打ち合わせやデザイン修

正などのやりとりを減らし円滑なデザイン作業の連携が

行えるようにするため、画像データを収集・整理しイメー

ジを素早く検索・表示できるディジタルスクラップブック

の提案をした。 

坂内ら[2]はコンテンツに登場した集団キャラクターをシ

ルエット化し分析、集団内でのキャラクターの外見や個性

などが被りキャラクターの魅力が損なわれてしまわない

よう制作するためのスクラップブックを制作した。主にキ

ャラクターの体格などビジュアル面に関した集団内での

差別化を図った研究である。図 1にこのシステム利用時の

流れを示す。 

 

本研究でも、これと同様に既存作品の収集と分類による

スクラップブックの構築およびそれを活用したキャラク

ター制作支援を目的とする。ただし、これらの研究がキャ

ラクターの外見やビジュアルの制作に重点を置いている

一方で、本研究ではシナリオとの関わりが深い役割から見

たキャラクター制作に取り組む。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1 システム利用の流れ 

 

３ 調査分析方法 
スクラップブックの構築にあたり、既存作品におけるス

トーリーとそこに登場するキャラクターが持つ役割との

関係性を調査し、その情報をまとめた。数話に渡りストー

リーが長期的に展開される作品ではシナリオ、S プロット
[4]を抽出してまとめることが困難なため、１話毎に完結す

る TV アニメや映画などを調査対象とした。また、１話完

結でもギャグ作品などもプロット抽出が難しいため調査

対象から除外した。 

調査は図 2テンプレートを用いて行った。テンプレート

に記入する項目は以下のとおりである。また、実際にこの

テンプレートに情報を記入した例を図 2に示す。 

①作品名 

システム利用者 

「作品情報」「類似作品 No.」「シルエット画像」 

集団のシルエット画像、作品、集団情報 

集団スクラップブック 

 

掲載雑誌 集団意図 放送時間 集団人数 

男女比 主人公位置 主人公性格 

作品情報 体型類似作品 

主人公性格類似作品 作品名 作品 No. 

画像データ・メタ情報 

作品情報の選択 

入力 

検索 

抽出 
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②媒体：TV アニメ、漫画、映画など調査対象の種類 

③話数・各話タイトル 

④Sプロット：あらすじをまとめる 

⑤キャラクター名 

⑥役割：シナリオによっては複数の役割が入ることもある 

収集した情報から、１話あたりに登場するキャラクター

の数やそれぞれに割り振られた役割、シナリオの展開によ

ってどのような特徴や傾向があるかを分析する。 

 

４ 分析結果と考察 
本調査では、調査した 6 作品から 52 話分を対象として

分析した結果を示す。 

現時点までの調査・分析した結果、１話あたりに登場す

るキャラクターの数は、平均すると 6.24人になった。さら

に作品を通しての主人公と呼べるキャラクターはそれぞ

れ決められているが、ストーリーによってはその作品の主

人公ではないキャラクターが主人公の役割を担うことが

あることが分かった。 

また、１話中の間にも関わらず途中で役割が変わるキャ

ラクターがいることも確認できた。そのような場合のシナ

リオや役割の共通点も見いだせるのではないかと考えら

れる。そこから、類似した作品や集団をまとめて抽出でき

れば、作品の検索や比較を容易にできる。 

 

５ 提案手法 
本研究における役割とは、金子ら[3]の著書にて述べてい

る①主人公、②協力者、③敵対者、④犠牲者、⑤依頼者、

⑥援助者、⑦対抗者という７つの機能・役柄を指す。 

既存作品におけるキャラクターの役割を調査・分析し、

集団キャラクタースクラップブックおよび検索システム

を開発する。システムは、ユーザが検索しデータを閲覧す

る HTML ファイルと、調査・分析したキャラクターなど

の情報を登録する XMLファイルで構成される。 

検索項目として次のようなものを考えている。これらの

項目はタブで選択して検索ができるようにする。 

①作品名 

②登場人数 

③シナリオ展開：敵を倒す話、誰かを助ける話などストー

リーの大まかな流れを分類する 

④登場する協力者キャラクターの数 

⑤登場する敵対者キャラクターの数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2 テンプレートに記入した例 

⑥登場する犠牲者キャラクターの数 

⑦登場する依頼者キャラクターの数 

⑧登場する支援者キャラクターの数 

⑨登場する対抗者キャラクターの数 

 

本システムは２通りの使用方法を想定している。１つ目

はユーザが事前に大まかなシナリオを用意し、そのシナリ

オに近いものをシステムで検索、集団キャラクターの検索

結果を参考にして登場させるキャラクターのイメージを

膨らませる方法である。２つ目は事前に登場させたいキャ

ラクターの集団・役割の数を設定し、それをもとに検索を

行い表示された結果の情報（プロット）を活かして制作す

るシナリオの方向性やあらすじの参考にする方法である。 

 

６ まとめ 
本研究では既存の作品の調査を行い、集団のキャラクタ

ーの役割という登場人物設定寄りのキャラクター制作を

目的としたメイキング手法を提案した。 

今後は一話完結の作品のみでなく、長期的にストーリー

が展開される作品も調査対象として調査を行い、様々な情

報を収集する。また、よりキャラクターメイキングに役立

てられるようなシステムの構成を検討していく必要があ

ると考えられる。 

 

参考文献 
[1] 茂木龍太ほか、“キャラクタデザイン支援におけるディ

ジタルスクラップブックの提案”、日本図学会学術講演

論文集、2008 

[2] 坂内泰子ほか、“シルエット分析に基づく集団キャラク

ターメイキングの提案”、映像情報メディア学会技術報

告= ITE technical report、2015 

[3] 金子満、近藤邦雄、“キャラクターメイキングの黄金則”、

ボーンデジタル、2010 

[4] 近藤邦雄、三上浩司、“コンテンツクリエーション”、

コロナ社、2014 

 

 

  

 

  ① ② 

③ ④ 

⑤ ⑥ 
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ゴシック&ロリータキャラクターの制作支援スクラップブック 

香山侑子               茂木龍太      兼松祥央      鶴田直也     三上浩司     近藤邦雄 

東京工科大学 メディア学部   首都大学東京   首都大学東京   東京工科大学  東京工科大学  東京工科大学 

m011213448@edu.teu.ac.jp 

キーワード:  キャラクター,  服飾, スクラップブック   

 

１ はじめに 
 キャラクターはアニメ、ゲーム、漫画といった映像コン

テンツの魅力を惹き出す要素の一つである。キャラクター

に付随する個性は「属性」と呼ばれ、多種多様に渡り存在

するが、特に昨今多く見られる「ゴシック&ロリータ(以下

ゴスロリ)」と呼ばれるジャンルの衣服を着用したキャラ

クターは多くの作品で登場しており、サブカルチャーにお

いて頻出するリテラル要素である。 

しかし、アニメやゲームといった架空の世界においては

現実的でないデザインの衣服も多く、非常に自由度の高い

デザインがなされている。ファッションのジャンルとして

確立されたゴスロリについても同様に、ゴスロリと呼称さ

れているデザインでも個性豊かなデザイン設定がされて

いる。 

 本研究では現在までに放映・制作されたアニメ、ゲーム、

漫画作品からゴスロリキャラクターを収集することでゴ

スロリキャラクターの持つ特徴についての分析を行い、ゴ

スロリの定義を行うことで衣服にゴスロリの要素を付与

するための参考資料となるスクラップブックを制作する

ことを目的とする。 

 

2 先行研究 

 キャラクターの制作支援手法の為の研究として、これま

でに行われてきた先行研究について述べる。 

 ショウ[1]はキャラクターの服装の中でもユニフォーム

に関する研究を行っている。しかし、このシステムには絞

り込み機能が実装されておらず、課題点としても挙げられ

ている。 

 依田[2]はツンデレというリテラル要素を持つキャラク

ターについての研究を行っており、プルダウンとチェック

ボックスを用いた絞り込みによってキャラクターの検索

を行うスクラップブックを制作している。 

 本研究ではゴスロリキャラクターを制作する上での参

考資料となるスクラップブックを制作すると同時に、ゴス

ロリ要素に関して特定の要素を検索出来る絞り込み検索

を実装したシステムの開発を目的とする。 

 

3 ゴスロリキャラクターの調査 

3.1 調査項目 

 本研究での調査対象キャラクターとして、既存

のアニメ、ゲーム、漫画作品よりゴスロリキャラ

クターを収集し分析を行う。分析については、ゴ

スロリの要素を抽出するため、対象キャラクター

に以下の表 1に挙げた項目についての調査を行う。 

表 1 調査項目 

頭髪要素 髪型、長さ、髪質、色 

肌の要素 色 

瞳 左右それぞれの色 

頭部装飾 装飾種類、付属品の有無、色 

首装飾 装飾種類、付属品の有無、色 

胴部 付属品の有無、色 

肩部 形状、付属品の有無、色 

腕部 付属品の有無、色 

胸部 付属品の有無、色 

スカート 丈の長さ、付属品の有無、色 

脚部 種類、付属品の有無、色 

履物 種類、靴の色、靴の底の色 

小物 どんなものを持っているか 

 

頭部装飾や首装飾の装飾種類についてはヘッドドレス

や帽子、チョーカーなどのアクセサリー名を記入する。な

お、首装飾に関してはキャラクターを収集した際に首の露

出が極端に低く感じたため、シャツの襟など「首を覆うも

の」に関して記述する。付属品の有無についてはフリルや

レースなどの名称を記載した。また、フリルなどが付いて

いないキャラクターに関しては該当する欄を空白として

いる。肩部の項目で調査した形状は、図 1 のような特徴的

な膨らみを持つ服装に関しての調査項目である。 

 

 

 

 

 

 

 

図 1 特徴的な膨らみ形状の肩部を持つ例 

 

スカートの丈の長さに関しては図 2 のテンプレートとし

て作成した指標画像にキャラクターの画像を当てはめて

調査を行った。この時、丈の名称は実在するスカート丈の

定義に基づき指定した 
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各項目の色については全て HSV 値で調査を行い、各キ

ャラクターの衣服の色相、彩度、明度について調査を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2 キャラクターのスカート丈についての指標 

 

3.2 分析結果 

 3.1 で述べた調査項目について、現在の調査状況は以下

の通りである。 

 調査対象キャラクター数  94 体 

 調査分析済キャラクター数 54 体 

ファッションのジャンルとしてのゴスロリは「ゴシッ

ク」ファッションと「ロリータ」ファッションを融合させ

たものであり、中でもロリータファッションにおいて、フ

リルは重要な要素である。分析したキャラクターの内、衣

服のいずれか一部位以上に対しフリルを持ったキャラク

ターの内訳を図 3 に示す。 

図 3 フリルを持つキャラクターの内訳 

この結果から、どのキャラクターも衣服のどこか一部位

に対しフリルを 1 つ以上有していることが判明した。この

ことにより、ゴスロリキャラクターの要素の一つとしてフ

リルの有無が考えられる。 

 図 4 装飾の有無 

次に、キャラクターの頭部・首装飾に関する調査を行った。

図 4 にその集計結果を示す。 

 青のグラフが頭部装飾について、赤のグラフが首装飾に

ついてである。分析したキャラクターの 9 割が頭部・首装

飾について着けていることが判明した。 

 最後にキャラクターの服装の色についてである。ゴシッ

クファッションは色調の暗い、つまり明度の低い色でデザ

インが悪魔的である、などのダークな雰囲気のものを指す。

そのため、本調査では服装の色を HSV 値で取り、その内

の明度について調査(図 5)を行った。 

 図 5 キャラクター胴部の明度 

 

これはキャラクターの胴部についての明度の調査結果で

ある。比較的低い位置に値が分布しており、全体的に暗め

の色調のキャラクターが多いことが判明した。この結果と

合わせて図 6 の散布図を見ると、衣服の色は全体的に統一

された色調になっていることがわかった。 

図 6 スカートの明度の散布図 

 

4 おわりに 

 本研究はゴスロリに焦点を当て、ゴスロリ要素を含むキ

ャラクターを制作する際の参考資料となるスクラップブ

ックの開発を目的に、ゴスロリキャラクターの服装に対す

る調査・分析を行った。 

  

参考文献 
[1]ショウエンテイほか,“キャラクターデザインのための

ユニフォームスクラップブックの開発”,東京工科大学, 

メディア学部,2013 
[2] 依田直也，兼松祥央，茂木龍太，三上浩司，近藤邦雄,女性ツンデ
レキャラクター創作支援のためのディジタルスクラップブックの開発,
映像情報メディア学会・画像電子学会・芸術科学会，映像表現・芸術
科学フォーラム2015，2015.3 
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人型ロボットのためのポーズ設計支援手法 

 

竹本祐太            茂木龍太       兼松祥央       鶴田直哉       三上浩司       近藤邦雄 

東京工科大学         首都大学東京    首都大学東京    東京工科大学    東京工科大学    東京工科大学 

m011127425@edu.teu.ac.jp 

キーワード:  ロボット、CG、アニメーション、リギング 

 

1 はじめに 
日本では 1963年の国産初の連続 TV アニメ『鉄腕アト

ム』から現在までロボットアニメの制作が続いている。 

ロボットアニメは通常のアニメ制作と同様[1]に、絵が不

得意なプロデューサー・ディレクターはリテラル情報と言

葉のみでデザイナーと打ち合わせを行う。情報不足による

コミュニケーションギャップはリテイクを多発させ、それ

により制作は遅延を余儀なくされる。 

この問題を解決するために辻ら[2]はロボットを構成する

パーツ部分に着目することで人型ロボットのデザイン支

援システムを提案した。 

これにより、典型的なロボットの造形を容易にデザイン

することが可能になった。しかし、このシステムはロボッ

トの造形のデザインのみに着手しており、ロボット自体を

動かすことはできなかった。 

我々人間にとって表情は相手に感情を伝えるのに大い

に役に立つコミュニケーションツールであるが、ロボット

は基本的に表情を持たない。そのため、そのロボット自身、

またはその搭乗者の感情を表現する上でロボットの機体

のボディランゲージは重要なコミュニケーションツール

となる。 

そこで本研究では先の研究で触れられなかったロボッ

トのポーズに着目し、そのシステムを利用した上で、デザ

イン考察案をより安易に具現化するため、アニメーション

に利用可能なロボットのポージングシステムの開発を目

的とする。 

 

2 先行研究 
 辻らは人型ロボットを構成しているパーツ部分のデザ

インに着目し、それを支援するためのシステムを研究して

いる。 

この研究では、調査段階で既存するロボットのそれぞれ

のパーツを分析し、パターン化を行った。それを基にその

パターンに応じたパーツ部分を作成し、冨田ら[3]のシステ

ムに適応させた。 

このシステムでは各部位に当てはめられたパーツの入

れ替え、変形、移動を行うことができる。 

それぞれに当てはめられたパーツのモデルは調査を基

に造られたパターンに応じたものに分類分けがされてい

る。 

 

3 調査方法 
 ロボットの効果的なポーズを考察する上で、既存の作品

に登場する人型ロボットキャラクターのポーズを調査す

ることにした。 

人間の造形に比較的近い『人型ロボット』に対して我々

人間は親近感を抱き、共感しやすくなるからだ。さらに人

間は「ボディランゲージ」という体の動きで相手に考えを

伝える能力がある。人型のものほどポーズで様々なことを

伝えるのに長けているのだ。 

そこで以下 3 つの条件を『人型ロボット』の定義とし、

それを基に静止画像の収集作業を行った。 

1. 人間と同じ位置関係に胴体から腕 2本、足 2本を有

している（それ以上でもそれ以下でも不可） 

2. 肩、肘、手首、股関節、膝、足首の関節を有してい

る 

3. 2足歩行型である 

 

 これらの条件下で対象となる画像を収集し、調査、分析

を行うために以下のような分類分けを行った(表 1)。 

 

表 1 分類方法 

年代 80 年代、90 年代、2000 年代、2010 年

代 

体の向き カメラから見て、左右のどちらかで向

いている方向が多い方 

装備の有無 手に所持する別パーツの武器を所持し

ているか 

体のねじれ カメラから見て胴体と骨盤の方向が左

右で違う 

直線状の足 カメラから見て少なくとも片方の足が

直線状に見える 

カメラアングル カメラのアングルが上からか、下から

か 

全身描写 両手足の全関節が画面内に存在するか

否か 

 

これらは現在 404体の調査を終えており、調査は今後も

続行する。 

また、パターンを導き出すために分類分けの項目も順次
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追加していく。 

 

効率よくポージングを行うためにロボットキャラクタ

ーにリグを付ける作業を行った。作成したロボットをシス

テム内で動かすである。 

図 3はこれまでの作業で動かすことができるようになっ

たリグを使って実在の静止画像に似せたポーズを取らせ

いた状態である。 

現在の進行状況としては人型の関節を持たせて動かす

ことが可能で手作業でポージングを行えるまでに至って

いる。 

 

 

4 調査結果 
 以上の条件を基に調査を行い、分類分けを行った結果を

表 2に示す。 

 

ある程度調査を行った 80年代 90年代の結果からは以下

のことがいえる。 

80年代・90年代に見られる傾向） 

・カメラから見てロボットの機体はだいたい左を向く。

（66%） 

・ロボットは手に武器を所持している。（83%） 

・ロボットの機体に体のねじれはあまり見られない。

（0.05%） 

・少なくとも片方の足が直線状に見える。（90%） 

・カメラは下から撮りがち。（81%） 

・ロボットの全身は基本的には映す。（96%） 

 

本調査によって画の構図の取り方に傾向を見出すこと

ができた。今後もより「典型的」といえるパターンを見出

すために調査を行う。 

 

5 考察 
 辻らが研究していたシステムはパーツの部分にのみ着

目していたため、完成したキャラクターを動かすことを目

的としていない。そのため、各部位同士に関連性を持たせ

ていない。したがって、完成したものを動かすためにはそ

れぞれの部位を関連付けて人型の関節の動きを再現する

必要がある。 

 試験的にリグを付けて動かせるまでに至ったが、現段階

ではあくまで手作業で行える段階で動きを付けていたも

のである。そのため、このままのリグがシステムにそのま

ま導入できるとは限らない。システムに当てはめたとき、

適性に応じてリグを変更する必要性があれば、それに対応

したリグを再び作らなければならない。 

  

5 まとめ 
 本研究では、見栄えの良いポーズをリスト化しておき、

それを選択するだけで自動的にロボット形状に反映させ

て魅力的なポーズを生成することを目的とする。 

本研究では資料収集、調査、分類を行ったデータを基に

基本となるいくつかのポーズのパターンを導き出し、シス

テムへ導入することを最終的な目的とする。そのパターン

を把握するためにはまだ多くの資料が必要なため、今後も

収集作業を続けていく必要がある。 

 また、今後の課題はリグ作成を自動化し、より効率的な

ポーズ制作をすること、そのポーズをキーフレームとして

アニメーションを制作することである。 

 

参考文献 
[1] アニメーションのメイキングマガジン アニメーショ

ンノート No.09 メカを描く, 株式会社誠文堂新光社, 

2008.3 

[2] 辻 翔太, 茂木 龍太, 兼松 祥央, 三上 浩司, 近藤 邦

雄, 3D パーツを用いた人型ロボットデザインのシミュ

レーションシステムの開発, 東京工科大学, メディア

学部, 2014 

[3] 冨永 浩章, Saha Jirayudul, 岡本 直樹, 三上 浩司, 近

藤 邦雄, 3 次元パーツのコラージュによる人間搭乗型

ロボットのデザイン原案制作手法, 画像電子学会・情報

処理学会, Visual Computing シンポジウム, 2010.6 

図 1 リグを使ったポージングの再現 

出典 www.1999.co.jp 

表 2 分類結果 
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VISUALIZE STARLIGHT 

～環境音のビジュアライズと動作によるインタラクションの関係性に関する研究～ 

城戸雄大 菊池 司  

東京工科大学メディア学部 東京工科大学  

m0112158f8@edu.teu.ac.jp kikuchi@stf.teu.ac.jp  

インスタレーション、2015年 

 
【はじめに】 
	 インスタレーションとは，展示する環境と有機的に関

連づけることによって構想し，その総体を一つの芸術的

空間として呈示すること言う．一部のインスタレーショ

ンはメディアアートとして扱われ，親子連れの多いアミ

ューズメントパークでも多く使われるようになった．し

かし，「展示する環境と有機的に関連づける」という定義

は子どもには理解し難い．そこで，子どもが遊ぶことで

学習できる教育的要素と，大人にも楽しめる娯楽的要素

を同時に体験できるインスタレーションを研究しようと

考えた． 
【研究について】 
	 環境音に規則性はなく，その瞬間の唯一無二の音を奏

でている．この環境音を可視化することで，今まで聞い

ていた音が目に見える形で顕在化する[1]．また，被験者
からの信号により反応を起こし，自らがコンテンツの一

部となる感覚を与えることが出来る．この双方向性の関

わりを持たせることで，よりコンテンツを身近に感じて

もらうことができ，エンターテイメントとしてのインス

タレーションの有用性を示すことができる． 
【作品内容】 
	 環境音のビジュアライズには星空の瞬きで表現するこ

ととした．普段耳に入ってくる.規則性のない，唯一無二
の音を奏で続ける．それを可視化することで，唯一無二

の映像を作り出すことが可能となる． 
 インタラクションには，動作により星座を生成すること
ができるようにした．ビジュアライズの要素を持った映

像に他方面からのインタラクションを身体を動かすこと

で与えられるようにした．自らが関わることによって，

身をもって星空に密接な関わりを持つ感覚を与えられる

のではないかと考えた． 
 
【参考文献】 
[1] センシング・ストリームズ〜不可視、不可聴〜
http://www.rhizomatiks.com/archive/sensing_streams/, 
Ryuichi Sakamoto, Daito Manabe (2014) 
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Nursery Song in 14EDO 

清川 隼矢 伊藤 彰教 伊藤 謙一郎 

東京工科大学 東京工科大学 東京工科大学 

m0112164e3@edu.teu.ac.jp akinori@edu.teu.ac.jp itoken@stf.teu.ac.jp 

現代音楽、ピアノ曲、2015年 

 

音楽が一般的に 12 平均律で書かれるのに対し、

「Nursery Song in 14EDO」は 14平均律で書かれている。

オクターブとなる2音間の最低音の周波数をCとすると、

C#という周波数は 21/12Cで表せる。14平均律の音は、2x/14

で表せる周波数となる。正確な 14平均律の響きはテクノ

ロジーを用いることで正確に表現することができる。 

私は幼いころ、「祖母の子守唄が普通と違った響きがす

る」と感じていた。祖母が子守唄として歌っていた「ね

んねんころりよおころりよ」には、一般の音では表現で

きない暗さと、そこに隠れた温かい響きがあった。私の

記憶にある歌詞の始めの「ねんねんころりよおころりよ」

の響きは次のようなものである。 

［図］ 祖母の子守唄の音高とリズム構造 

 

Takabo Soft の domino シーケンサーにノートを入力し

たものである。各音は C3を基準に 14平均律でチューニ

ングされている。私の記憶にある曲頭「ねんね」はドの

音高に近いがドより低い。2 回目の「ん」は「ね」より

もわずかに低い。最高音「ろ」はミの音高よりわずかに

高く、「お」は低音のソの音高よりもわずかに低い。そし

て終止の「よ」は独特で、ラの音高よりは高いがシより

低いのである。近年テクノロジーにより様々な音律で音

を鳴らすことが可能となり、様々な音律を聴いたところ、

14平均律の響きがこれらの特徴を満たす祖母の子守唄の

響きに近いと感じるようになった。それゆえ、14平均律

で子守唄の響きを再現する音楽の作曲に興味を持った。

本楽曲は祖母の子守唄の響きを再現したものである。 

12平均律の長 3和音は、半音という音高を(1)とすると、

(0, 4, 7)という音高構成で表すことができる。一方短 3和

音は(0, 3, 7)という音高構成で表すことができる。これら

はそれぞれ、((4, 3))という音程構造と、((3, 4))という音程

構造をもっていることが単純な引き算から計算可能であ

る。音程構造が逆になることで、和音がもつ響きが異な

ることがこれからわかる。「Nursery Song in 14EDO」は 14

平均律で作曲されているため、(0)から(13)の音高をもっ

ている。本楽曲のモティーフは(0, 5, 9)と(0, 4, 9)を中心に

構成されており、音程構造はそれぞれ((5, 4))と((4, 5))であ

る。このように音程構造を逆にすることで、12平均律の

時と同様に、曲の雰囲気を対照的に変化させている。 

14平均律における((4))という音程は、342.9セントであ

る。これは音高(4)の周波数が(0)に対し、2
342.9/1200

倍であ

ることを示す。ハリー・パーチの 11リミット純正調まで

を考えた場合、これに近い純正音程は 11/9であり、347.4

セントである。すなわち差は 4.5 セントであり、12 平均

律の長 3度と純正長 3度の差が 13.7セントであることよ

り、純正音程に十分近いといえる。((5))という音程は

428.6セントとなり、付近の純正音程は 9/7の 435.1セン

トである。この差は 6.5 セントであり、同じく純正音程

に十分近いといえる。そして((4, 5))または((5, 4))が形成す

る((9))という音程は 771.4セントであり、純正音程となる

11/7の 782.5セントとの差は 11.1セントとなり、これも

純正音程に近くなる。これより、これらの響きは決して

悪いものではない。 

ではなぜこの((4))と((5))の音程構造にこだわるのか。そ

れは 12平均律と大きく異なった、祖母の子守唄で重要な

響きをもつからである。それぞれ 12平均律とは大きく異

なったセント値をもち、なおかつ「ねんねんころりよお

ころりよ」の特徴的な音程でもあるからである。「よお」

の音程は((4))であり、「おこ」の音程は((5))である。それ

以外の連続した旋律の音程はすべて((1))と((6))である。

((1))は 85.7セントであり、((6))は 514.3セントである。そ

れぞれ 12平均律とは 15セントほどの差であり、14平均

律の特徴的な音程とは言いがたい。この((4))と((5))は 14

平均律としての特徴的な響きをもちつつ、純正音程に十

分近い澄んだ響きをもつ。 

本楽曲はピアノの響きを用いて子守唄の響きを再現し

ている。子守唄の主題は曲全体で使用されているが、う

つらうつらと変奏されていく。子供が眠りに落ちていく

ように、曲の音数は減ってゆく。リズムやテンポもまた、

ゆったりとしたものになっていく。((4))や((5))の音程は数

が減り、しだいに((0))や((1))の音程が増える。浅い眠りは

和音を長時間のばし、ピアノの生み出す独特のうなりで

表現している。浅い眠りの時、人は音を聞き取ることは

できないが、音を感じることはできる。その曖昧な感覚

を、14 平均律の((4))と((5))のシンプルな響きと、一方で

生じる純正音程から微妙にはずれたピアノのうなりで表

現している。本楽曲ではしばしばこの浅い眠りが現れる。

子守唄によって浅い眠りから引き戻されるように、浅い

眠りを表現する長い和音は子守唄の主題によって中断さ

れ、眠りから覚醒し、再び子守唄の主題が聞こえてくる

のである。時間がたつにつれ、深い眠りに向かって音楽

的な動きを減らし、最後には吸い込まれるようにして低

音で終わる。 
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インタラクティブ立体物、幅 180mm×奥行 153mm×高さ 90mm、2015 年

作品タイトル：Disc Juicer

制作者名：﨑山　瑛巳
所属：武蔵野美術大学造形学部デザイン情報学科
メールアドレス：kamyu224@gmail.com

作品の代表画像

　この作品は、新しい楽器の提案ということをテーマに
制作したもので、レモンの部分を絞るように回すことで
DJのスクラッチのような音が出て、まるで自分がDJをし
ているかのような気分を味わえる。
　レモンとDJを組み合わせることで表現しているものが
二つある。一つはレモンを絞るときのギュっと回すとき
の感覚であり、それはDJのスクラッチ音で表している。
二つ目はスクラッチ音の役割である。DJはスクラッチを
することによって曲に味付けをする。その味付けという
役割を、揚げ物や焼き魚などに風味や香りを付けるレモ
ン汁で表現している。
　ターゲットには、楽器に興味があるが演奏することが
できない人を設定している。そのためモチーフは主旋律
を奏でる楽器ではなく、リズムを奏でる楽器にした。な
ぜなら、例えばピアノやギターなどの主旋律を奏でる楽

器は、演奏して楽しむためにはある程度技術を必要とす
る。一方打楽器などのリズムを奏でる楽器は叩いたりす
るだけで演奏できるため、基本的には技術がなくても楽
しむことができる。そのような理由から、絞るという簡
単な操作でDJのスクラッチ音を鳴らすことのできる作品
にした。
　仕組みは、回すレモンの部分が可変抵抗と繋がってい
てその値がArduinoに送られるようになっている。Ardui-
noはパソコンと繋がっていて、Arduinoから入ってきた情
報をpuredataで読みこみ、可変抵抗の値が変化している
間にパソコンからスクラッチ音を出力する。

共同制作者名：白石　学
所属：武蔵野美術大学
メールアドレス：manasira@musabi.ac.jp
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インスタレーション、幅 1300mm×奥行 800mm×高さ 800mm、2015 年

作品タイトル：Electronic Heart Mother

制作者名：竹下 充彦
所属：武蔵野美術大学 造形学部 デザイン情報学科
メールアドレス：intermezzo_5@yahoo.co.jp

共同制作者名：白石 学
所属：武蔵野美術大学
メールアドレス：manasira@musabi.ac.jp

コンセプト
「鼓動」をテーマとした作品である。
脊椎動物の心臓は身体状況、心理状態によって異なった
動きを見せる。本作品はそういった鼓動の変化を映像、
音楽としてアウトプットし、アートとして表現する事を
試みた作品である。心拍センサーを用いて鼓動の速度、
強弱を測定し、算出された数値を音楽の要素における音
程、拍に置き換え出力する事で、動物の鼓動を音楽とし
て表現が可能となるの。また、出力された音楽をオーデ
ィオビジュアライザによって映像表現する事で視覚的に
鼓動を認知することができる。
一部を除く動物のもつ生命活動の源を、数値に置き換え
た上で、再度別の物としてアウトプットするという、
「生命活動」をコンセプトとし、表現したメディアアー
トである。　
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Gen 

日置優介 安藤健翔, 戀津魁, 松本竹生, 神山大輝 

東京工科大学大学院 Yack Lab.  

g3114016ee@edu.teu.ac.jp and.8492@gmail.com 

iPadアプリケーション、2015年 
 

 
『Gen』は、飛び回る大量のパーティクルを指先でじか

に触れて自在に操り、敵を倒していくゲームです。 
大量のパーティクルを操ることの楽しさに注目し、自

律的に動きまわる大量のパーティクルを制御し、増やし、

目的を達成していく面白さをプレイヤーに体験させるこ

とを目指し制作しました。 
『Gen』ではゲームをプレイすること自体により様々な

ジェネラティブ・アートが生成され、ステージクリアが

同時に作品の完成となります。 
ジェネラティブ・アートは、アルゴリズムと計算によ

る機械的な要素と、ランダム性や様々な要因による要素

が有機的に合わさってできるアートです。一定の規則に

基づいて作成されながらも、どこかに必ず予測不可能な

要素を持ちます。 
大量のパーティクルを操る気持ちよさと、それによる

ゲームプレイそのもので生成されるジェネラティブ・ア

ートを組み合わせることで、今までにないゲームプレイ

を生み出しました。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 1：スクリーンショット 
 
参考文献  
[1] マット・ピアソン , ジェネラティブ・アート 

Processing による実践ガイド, 株式会社ビー・エヌ・
エス新社, 2012. 
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uPuppets: デジタルファブリケーションによるパペットロボットの制

作 

久恒 泰地  富松 潔   

九州大学芸術工学府  九州大学芸術工学府 

taichi.hisatsune@gmail.com  tomimatu@design.kyushu-u.ac.jp  

 

インタラクティブデバイス、幅約 150mm×奥行約 100mm×高さ約 2500mm、フェルト生地，PLA，電子基板
等,2015年 

 
	 uPuppetsは２つのパペットで構成され,一方のパペット
Aを動かすともう一方のパペット Bが遠隔で同じ動きを
するという遠隔地コミュニケーションの為の作品である．

パペット A内部，首と手の部分ではホールセンサによっ
てそれぞれの傾きを検知し，パペット Bは同じ部分にサ
ーボモータがあり，パペット Aからコンピューターを経
由して送られた情報から同じ動きになるように制御され

る．パペット A，パペット Bはそれぞれコンピューター
に接続し，専用のソフトウェアを起動することで使用す

ることが可能であり，ネットワークを経由しているので

遠い所にいる２人であってもビデオチャットなどと併用

して使用することができる． 
	 このデバイスはデジタルファブリケーション機器によ

って何が制作できるのかを研究するために制作されてお

り，外側のフェルト生地はレーザーカッターによって，

フレームやジョイント等のパーツは 3D プリンター，内
部の電子基板はミリングマシンで切削することによって

制作されている． 
	 特にフェルト生地に関しては，三次元的にモデリング

したデータを分割後二次元に展開し，それをレーザーで

カットした後にミシンで縫い合わせるという手法をとっ

ており，従来の型紙をカットし縫う方法と比べ，立体感

を出し，縫い目を少なくさせる事に成功している． 
	 このプロジェクトデータは全てネット上でオープンに

しており，素材さえ用意すれば誰でも制作することが可

能である． 

第２回 ADADA Japan 学術大会　大会発表概要集 
作品展示

127



プロジェクションマッピング技術を用いた物理的空間に溶け込むイ

ンフォグラフィックスの開発 

中野希大 渡辺真太郎  

大妻女子大学 首都大学東京  

kidai@otsuma.ac.jp     shintaro.watanabe1@gmail.com 

 
インスタレーション，幅 2000mm×奥行 1000mm×高さ 700mm，2015年 

 
	 本研究は，プロジェクションマッピング技術を用いて，

物理的空間に溶け込む情報環境としてのインフォグラフ

ィックスの開発を目指すものである．本作品では，ある

環境の計測によって取得した数値情報を，インタラクテ

ィブに変化するモーショングラフィックスに変換し，別

の場所の空間的特性に合わせてリアルタイムに投影・配

置するシステムの提案を行う．	 

	 従来のインフォグラフィックスは，「分かりやすさ」や

「理解しやすさ」に立脚することで複雑な情報を簡略化

して視覚化する方法を主とするが，本作品は，ユーザに

よる特別な操作や情報の意識的な処理を必要とすること

なく，離れた環境の状況や，その時系列的な変化などの

複雑な情報をユーザの置かれた環境において周辺感覚的

に感じ取ることができるという利点があると考える[1]	 ．	 

	 今回は，屋外の気象情報を伝える映像的な事象として

の「木漏れ日」をモチーフにし，openFrameworks を使用

して，センシングで得られた環境の明るさの度合いなど

を幾何学形態の動きと色彩の変化によって表現するシス

テムを開発した．生成された映像は，プロジェクション

マッピング技術を用いて，特定の物理的空間の性質に合

わせて投影されることにより，環境に溶け込むように配

置する．幾何学形態によって構成された映像でありなが

ら，色彩や動きの変化により，天候の変化や時間の経過

といった情報を無意識のうちに周辺感覚的な気配として

受け取ることが可能となるものである．	 

	 今後の展開として，APIやネットワークを利用した様々

な情報の取得，取得した数値情報とそれを表現するモー

ショングラフィックスの関係性，操作の抽象化[2]など，

更なる検討を行い，具体的な生活空間の状況下で機能す

るシステムの構築を目指す．	 

	 

参考文献	 
[1]	 石井裕,	 タンジブル・メディアグループ／マサチュ

ーセッツ工科大学メディラボ,「タンジブル・ビット	 

－	 情報の感触	 情報の気配」,	 NTT 出版,	 pp.25,	 2000.	 

[2]田所淳,比嘉了,久保田晃弘,「Beyond	 Interaction	 メ

ディアアートのための openFrameworks プログラミン

グ入門」,ビー・エヌ・エヌ新社,	 pp.292-297,	 2010.	 
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OLMAN

加賀谷 技
武蔵野美術大学
66tomato@sun-office.x0.com

高山 穣
武蔵野美術大学
joe@musabi.ac.jp

コンピュータ・プログラム  2015 年

幾何学模様の自動生成アルゴリズム

　本作品は、斜線や曲線を含まない直線のみによる「複
数の矩形による構成」という独自の視座を起点とし、幾
何学模様の自動生成をアルゴリズムによって試みたイン
タラクティブなアート作品である。ユーザーは任意の設
定で幾何学模様を出力することができるほか、GUI を通
じて生成規則のパラメータを変調させることで、意図的
に幾何学模様を様々に編集することができる。
　本作品は、矩形の構成による幾何学模様の自動生成ア
ルゴリズム研究の一環として制作されたものであるが、
その際、黄金比やタイリングパターン、色彩調和論等の
図学や構成学の理論に基づいた生成規則による造形のバ
リエーションを考慮している。それにより、手作業をは
じめとする明示的な造形法では困難な複雑性の実現など、
手続記述型グラフィックス特有の表現の追求を最終的な
審美的目標として制作しているものである。

　画面を構成する個々のかたちは矩形のみでありながら
も、複数のパラメータ操作によって、本作品は複雑な幾
何学模様を多様に出力させることに成功していると考え
る。
　本作品は武蔵野美術大学 4 年次卒業研究の一環として
行っているものであり、現在も進行中のプロジェクトの
一部である。また生成規則や GUI を含め、本アルゴリズ
ムの全ては Processing 2.2.1 によって実装されている。
作品画像は本作品のベータ版であり、GUI に外部ライブ
ラリである ControlP5 を暫定的に使用しているが、いず
れはオリジナルのものに差し替える予定である。
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　作品概要やコンセプト等の解説文章（明朝体 9pt、行
間 12pt）□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

インスタレーション、幅 1800mm×奥行 900mm×高さ 1500mm、2015 年
（作品形式やサイズ、素材、制作年等を記述。明朝体 10pt）

作品タイトル（左揃え、ゴシック体 18pt、行間 24pt）
サブタイトル（※省略可、左揃え、ゴシック体 10pt、行間 12pt）

制作者名（ゴシック体9pt、行間12pt）
所属
電子メールアドレス

共同制作者名（必要な場合）
所属
電子メールアドレス

作品の代表画像

画像横幅 174mm

画像の高さは任意です

参考文献（省略可） 
[1] Sutherland, I. E., Ten Unsolved Problems in Computer 

Graphics, Datamation, Vol. 12, No. 5, pp. 22-27, 1966.

[2] Rowling, J. K., Harry Potter and the Deathly Hallows, 

Arthur A. Levine Books, 2007.

5mm

5 ～ 10mm

線の太さ ： 2pt

用紙サイズ ： A4 (210mm x 297mm)

マージン ：上下 25mm、 左右 18mm

ページ数 ： 1 ページ

より詳細に技術解説などを行いたい場合、

別途口頭発表も合わせてお申込みください。

10mm

5mm

5mm

5～ 10mm

5～ 10mm

5～ 10mm

線の太さ ： 2pt

Camp　type:P
実写映像と3DCGを合成させたマッチムーブ映像作品

川津　雄暉
武蔵野美術大学
kyionnm2@gmail.com

映像作品　　2015年

　本作品は、武蔵野美術大学4年ゼミ展へ出品する目的で制
作したもので、マッチムーブ(Match Move)によるSF的表現と日
常空間の組み合わせによる表現を試みたものである。
　マッチムーブとは実写映像と3DCGを合成する映像技術の一
種であり、実写映像のカメラの動きをトラッキングソフトウェアに
よってトレースし、カメラのモーションデータを変換したうえでCG
ソフトウェアに読み込み、3DCGのモデルと合成させ完成させる
ものである。日常空間として、作者の在籍する武蔵野美術大学
のキャンパスを背景とし、そこにSF的なロボットのキャラクターを
合成することで、慣れ親しんだ日常風景とのギャップによる驚き
を得ることを目的としている。ロボットのデザインは、実写の風景
から際立って目立つよう、滑らかで有機的なシェルをまとった未
来的なフォルムを心掛け、一目で記号的にSF的表現であること
がわかるよう心掛けている。
　マッチムーブにおいて、本作品では実写映像と3DCG映像に
ずれが生じないよう、撮影の段階からスムーズな映像を撮影す
る為にぶれを抑える工夫を行う事でトラッキングの精度高めて

いる。同時に、トラッキングデータをトラッキングソフトウェアに全
て委ねてカメラモーションを生成するのではなく、手動による平
面の割り出しやトラックポイントの設定など細かな微調整やテス
トショットを繰り返し行っている。
　また本作品の3DCGに関してはハイダイナミックレンジイメージ
(HDR: High Dynamic Range)と呼ばれる画像を収集するこ
とによってモデリングの質感や反射など現実から受ける影響を
再現し、実写作品の中にある3DCGをよりリアリスティックに表現
している。制作においてはAutodesk 3dsmaxをメインツールとし、
トラッキングソフトウェアも同社のMatchmoverを使用すること
でツール間でのデータの親和性を高めている。またエフェクト作成、
並びに映像合成にはAdobe AfterEffectsを使用している。
　作品画像はこの作品のプロトタイプに当たる前作のものであ
る。今後映像が完成次第作品画像の方を差し替える予定であ
る。

高山 穣
武蔵野美術大学
joe@musabi.ac.jp
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短編映像（実写・アニメーション・モーショングラフィックス）
1080p、約 5分、2015 年

歌舞伎の伝統を受け継いだ立ち回りの文化的価値について
短編映像コンテンツ「歌舞伎ヒーロー」

三木田 晋
武蔵野美術大学
japple_k_portal@yahoo.co.jp

高山 穣
武蔵野美術大学
joe@musabi.ac.jp

　本作品は、ヒーローショーにおける「立ち回り」という
動作に着目した短編映像を制作するプロジェクトである。
ヒーローショーとは興行形態の一種であり、いわゆる「特
撮ヒーロー」や「戦隊ヒーロー」などのキャラクターによ
るステージショーのことを指す。ワイヤーアクションや合
成による特撮が用いられるテレビ番組とは異なり、ヒーロ
ーショーでは役者による実際の演武のみを特色としている
ことから、その動作には独特の様式美が存在する。作者は
かねてよりヒーローショーのスーツアクターをしており、
その演技・演武について学んできた結果、ヒーローショー
における動作の多くが歌舞伎をはじめとした伝統芸能から
由来することが判明した。歌舞伎に見られる伝統的な要素
を現代的なエンターテイメントとして昇華させた点におい
て、ヒーローショーは文化的価値の高いものであると作者
は考えるが、一般における文化的な認識度が高いとは言い
がたい。そこで本作品においては、ヒーローショーの「立
ち回り」に文化的価値があると認識させるための短編映像
の制作を試みる。

　具体的に取り上げる動作は「立ち回り」に属するもの
であるが、これらの動作は歌舞伎の「殺陣」から時代劇
の殺陣に受け継がれ、そこから「立ち回りに」由来して
おり、歌舞伎の「見得」がヒーローショーの「名乗り」
に受け継がれているように「山型」、「胴抜き」など同
じ用語を使用するものも多い。本作品では、こういった
調査に基づく結果を広く伝えるため、実写・アニメーシ
ョン・モーショングラフィックスを用いて表現し、ヒー
ローショーが日本の伝統の延長線上に存在するものであ
ることを強く印象付けることを目的とする。その際、障
壁画や浮世絵などの伝統的な日本絵画の要素を取り入れ
るが、これは伝統とのつながりを観客に強く訴えること
を狙ったものである。
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佐伯 瞳
武蔵野美術大学
di12035sh@ct.musabi.ac.jp

高山 穣
武蔵野美術大学
joe@musabi.ac.jp

3D プリンタと3D スキャナを併用した
身体の拡張としての装身具の提案

　本作品においては3Dプリンタと3Dスキャナを併用する
ことで、使用者の身体形状を応用した新規な装身具の提
案を試みる。装身具は先史時代に人間が自然と対峙する
力の象徴として用いられたのが始まりとされ[1]、次第に
力や身分を表すもの、部族などの所属を表すもの、職業
や宗教などの人間活動を表すものなどに分化していった
とされる。のちに近代社会の発展とともに市民社会が到
来し、旧来の役割に代わって装身具は自己表現として用
いられるようになった[2]。その理由として、近代産業の
発展に伴い素材入手・製造・流通のコストが低減され高
価な宝飾品が比較的容易に手に入るようになった点が挙
げられる。しかし職人の手による精巧な装身具は未だに
高価であることが多く、その希少性こそが「自身を飾り
たい」という装身具の本質を下支えしていると考える。
しかし、ここ数年の3Dプリンタの高度化などにより、旧
来の製造業でのあり方は一変する可能性があるとされ
[3]、装身具のあり方もそれによって変化する可能性が考
えられる。本作品はそのような時代において、装身具の
形態とその役割について新規な提案を行うものである。
　本作品おいては人間と装身具が自然に融合するような
状態を目指すため3Dスキャナを用いる。3Dプリンタや
3Dスキャナの普及によって、製造業でも高度なカスタマ
イズ性が実現される可能性が予測されている[3]が、本作
品でもその点を考慮し、使用者の人体形状をスキャンし
たデータに対し、自然に融合するような形状をモデリン
グする。

　本作品の造形は人体や他の生き物の誕生から老い、死
という時間軸の間に起こる形状の変化や随所に見受けら
れる生き物の恐怖や醜さ、生々しさ、なまめかしいさを
表現している。また作者はかねてより特撮映画などのク
リーチャーの造形に興味があり、本作品のアプローチは
クリーチャーの特殊メイクなどからインスピレーション
を得た部分が大きい。特殊メイクでは役者とメイクの
シームレスな融合を特徴としているが、本作品でも、旧
来の装身具では人体と装身具のシームレスな融合を目指
すとともに、作品の造形性においても、旧来のような自
然と対峙するような装飾としての装身具ではなく、人体
の有機形状を拡張するような表現を目指す。制作におい
ては武蔵野美術大学で所有する 3 Dプリンタの
Projet1000、および3DスキャナのNextEngineHDを使用
するほか、外部の造形出力サービスの使用を予定してい
る。モデリングにはPixologicZBrushを主に使用している。

[1] 露木宏, ” 神々の宿る銀: 世界の装身具図鑑 地域別編”, 
繊研新聞社, 2013 年.
[2] 山口遼著,”すぐわかるヨーロッパの宝飾芸術 : すぐわ
かるヨーロッパの宝飾芸術 
= Concise history of European jewellery : ヨーロッパの宝
飾芸術”, 東京美術 出版, 2005. 
[3] クリス・アンダーソン, 関美和 (訳), “MAKERS―21 世
紀の産業革命が始まる”, NHK 出版, 2012.

約50mm（幅）×20mm（奥行き）×80mm（高さ）×2点
約70mm（幅）×30mm（奥行き）×60mm（高さ）×2点
樹脂にラッカー塗装、2015 年
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インタラクティブコンテンツ（装置型）、装置部分：幅 80mm×奥行 80mm×高さ 80mm、
コード部分：太さ 10mm ×  長さ 900mm 、2014 年

KUCHI-PAKU
「歌う感覚」で鳴らすことのできる電子楽器

制作者名 : 小林　飛鳥
所属 : 武蔵野美術大学造形学部デザイン情報学科
電子メールアドレス : di12033ka@ct.musabi.ac.jp

共同制作者名 : 白石　学
所属 : 武蔵野美術大学
電子メールアドレス : manasira@musabi.ac.jp

　「歌う」という行為は、時代に関係なく誰もが楽しみ、親し 
んできた行為のひとつである。現代の日本の至る所にカラ
オケ店が存在するが、それは「歌う」行為が多くの人々に親
しまれているという証拠のひとつと言える。
　しかし、のどを痛めた場合や、大きな声を出せない空間な
どでは、「歌う」ことはできない。当然声帯やのどを震わせな
ければならないので、全ての人間がいつでもどこでも歌え
るというわけではないのである。
　そこで、口を開くだけで音が鳴る電子楽器があれば、と考
え制作したのがこの「KUCHI-PAKU」である。この装置は、円
柱状の装置の内部に3軸加速度センサーと振動センサーが
入っており、口の開き具合によってその角度と挙動をセン
サーが感知し、音程が変化し、また口が動いている間のみ発
音するしかけになっている。 使用方法は、まず装置をあごに
しっかりと押し当てる。その状態で口を開け閉めすることで、

あごの開いている角度とその動きを装置が検知し、あたか
も「歌う」ような感覚で演奏することが出来るのである。
　音色はPure Dataの音響合成による電子音である。笛の音
色に近い音色になっている。また、音階はヨナ抜き音階（日
本固有の音階）になっている。日本人が歌う感覚を再現する
べく、この音階を設定している。
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Wearable Women's Device の提案 

 

遠藤彩良 伊藤友乃   樋口眞帆 

東京工科大学メディア学部 東京工科大学メディア学部            東京工科大学メディア学部 

m0112079a8@edu.teu.ac.jp m01120474a@edu.teu.ac.jp  m011234158@edu.teu.ac.jp 

 

中野亜希人 羽田久一 

慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科 東京工科大学メディア学部 

akito@sfc.keio.ac.jp                hadahskz@stf.teu.ac.jp  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本研究は今までのアクセサリに機能をつけることで、

身に付けると同時に美容に対する環境情報が得られるウ

ェアラブル端末の開発を目指す。身に付けて持ち歩くも

のには、ウェアラブル端末としての機能のみならず、ア

クセサリのような装飾の要素を含む必要がある。これら

の要素が含まれた女性が身に付けやすく、外出先で美容

に対する環境情報を得ることができるウェアラブル端末

「Wearable Women's Device(WWD)」を提案する。WWD

は自身の容姿を美しく魅せ、美容に対する情報提供の機

能のみならず、アクセサリと同様に身に付けられる装飾

性を持つウェアラブル端末を目指す。「WWD」の 1 つと

して提案するのが、紫外線量を計測するチャームと紫外

線の危険度を光で段階的に表すネイルによるシステムで

ある。紫外線計測システムは、紫外線センサをアクセサ

リチャーム内に組み込み、その場の紫外線量を計測する。

計測した紫外線量を Arduinoによって数値化・UVインデ

ックスレベルに変換する。変換した UV インデックスレ

ベルに応じた色に付け爪に組み込まれているLEDが光る

ことで、その場の紫外線量が視覚的に分かる。安心して

屋外で過ごせる場合は青から緑で表す。日中はできるだ

け注意が必要な場合は黄色から橙色で表す。紫外線が非

常に強く危険な場合は赤で表す。このような機能を持っ

たウェアラブル端末の開発・提案し、装飾の要素を身に

つけるだけではなく、その場の環境情報を得ることで機

能の要素も身に着けることができる。これにより、女性

の美容に貢献できる。 
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作品タイトル : Improvisualization I

制作者名 : 難波 亮太
所属 : 武蔵野美術大学造形学部デザイン情報学科
メールアドレス : di12067nr@ct.musabi.ac.jp

共同制作者名 : 白石 学
所属 : 武蔵野美術大学
メールアドレス : manasira@musabi.ac.jp

インタラクティブ立体、幅46mm×奥行46mm×高さ1200mm、 2015年

　Improvisualizationとは、Improvise【即興】と visualization
【視覚化】からなる造語である。

　上面に映像が投影された装置。映像と音声は、鑑賞者との関
係を取り込みながら変化していく。鑑賞者の情報から生成され、
変化していく図形記号にやどった情報が、やがて鑑賞者に還元
され理解されるとき、装置は楽器へ変化する。

　今回のバージョンでは、装置と鑑賞者の距離を取得するため
距離センサーと、色を取得するためにカラーセンサを用い、その
情報の取り込みにArduino、Node.js、映像の生成プログラムの
作成にHTML5 Canvas、JavaScriptを用いた。
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インスタレーション、幅 1400mm×奥行 200mm×高さ 1000mm、2015 年

光の陰影を制御可能なモジュール構造体に関する研究
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　近年の様々なメディア技術の発展,  プロセッサの小型化,  
パーソナルファブリケーションの広まりによって, フィジカル
コンピューティングやモノのインターネットといった発想の実
現が広まっている.  環境に対して動的な適応性や，プログラミ
ング可能な機能を人間の周辺環境にある物質に取り入れて
いく研究は盛んに行われており, 建築物に対しても, そうした
発想を取り入れる報告がなされている. 一方で都市空間には
多くの情報が詰め込まれ, 発信の仕方も多様化している. し
かし, 対話性を持ったメディアは少ない. 本稿では自然光を
利用しつつ, 周辺環境や利用者に応じて動的に適応するモジュ
ール構造を持っ たスクリーンウォールのプロトタイプを制作
し, 提案する.  制作したプロトタイプは磁石によって連結, 取
り外しが可能であり, 接続された全モジュールがソフトフェア
によって制御可能となった. モジュールは, アクリル板の筐体, 
サーボモータ, フルカラーLED, それらを制御するマイコンで

構成される. モジュールの全面パネルは開閉が可能となって
おり, 自然光やモジュール自体に取り付けられたLED光の調
整が可能となっている. 今後はこのシステムを大きな壁面や
パーテーション, 建物のファサードへ適用することで新たな空
間構成のツールとして提案し, その対話設計を検討していく.
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