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高速センシングが創り出す近未来のリアリティ

　突然だが、リアリティという言葉について考え
てみよう。リアリティとは現実そのものを形容す
る言葉ではない。とある何かが我々に色濃く現実
の一要素を感じさせるとき、その現実らしさを指
して使う言葉である。つまり、リアリティとはそ
の現実味を表現する装置や機構の技術的進歩に伴
い、変化し高度化するものなのである。
　我々はインターネットの発達に伴い、遠く離れ
た人間と容易に話したり、写真や文章を共有した
りできるようになった。他にも、訪れたことのな
い国や地域についての写真や動画を閲覧すること
で、限定的ではあるが、一瞬でその場に行ったか
のような体験をすることもできる。つまり、イン
ターネットの登場により、我々のアクセス可能な
現実領域は拡大し、よりその境界線は曖昧なもの
になったのだ。他にも、今流行りのVR・AR技術

を用いれば、男性がアニメ調の女性に変身できた
り、そもそも人間ですらないもの（四足歩行動物
やロボットなど）へと変えたりすることができる。
テクノロジーの発達が我々のリアリティをアップ
デートしてくれるのだ。
　今回の取材は、そんなスマートフォンやパソコ
ンのようなデバイスを通したものではなく、“今見
ているこの世界そのものをテクノロジーによって
変えようとする試み”についてである。この試み
を現実化しうる研究をしているのが渡辺先生だ。
先生の研究のキーワードになるのが「高速で処理
を行なう」ということである。
　処理速度が知覚に与える影響についての分かり
やすい例の一つに、人間は自分の体に近い（と直
感的に感じる）ものであればあるほどズレによる
違和感が大きくなるというものがある。
　例えば、パソコンのマウスでカーソルを動かす
ときに生じるラグとタッチパネルでデバイスを操

　昨今ではVR・ARやプロジェクションマッピングといった、仮想空間が現実のように感じられる技術が
身近になった。しかし、仮想空間を現実のように感じさせることは容易ではない。以下では、仮想空間と
現実のズレをなくすために先生がどのようなアプローチで研究を行なっているのか、またその技術がどの
ような分野に応用可能なのかについて見ていく。
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作したときに生じるラグとでは、後者の方が感じ
やすい。同様に、VRのゲームでは、より体とテ
クノロジーの距離が近い分、それだけズレを感じ
やすく、VR酔いを起こしてしまうのである。こ
のように、テクノロジーを現実に馴染ませるため
には、限りなくラグを小さくする必要があるのだ。
　前置きが長くなってしまったが、さっそく先生
の具体的な研究を紹介しよう。

　先生は物の動きや形状を読み取るセンシングだ
けではなく、質感を読み取ることに関するセンシ
ングも行なっている。
　人間がものの質感を視認するときーー例えば、
今そこに見えている壁がザラザラしていそうなの

マーカーを用いたセンシング

質感を読み取る

プロジェクタを用いたセンシング

　距離や重さなどの物理量を定量的に計測するこ
とをセンシングと言い、近年没入型のゲームやロ
ボットの制御など様々な分野で、対象物の動きや
形状などを三次元的かつリアルタイムに解析する、
リアルタイム三次元センシングと呼ばれる技術の
ニーズが高まっている。ところが、実際には非剛
体の物のセンシング（非剛体三次元トラッキング）
は対象物そのものの自由度が高く、処理が複雑に
なってしまうため非常に難しい。そこで先生は、
特別なマーカーを対象物の表面に印字し、検出さ
れたマーカーの動きを追うことによって、物体の
変形を高速に捉えることに成功した。このマー
カーは“Deformable Dot Cluster Marker”と名付
けられており、マーカーの一部分からマーカーの
どの部分なのかが分かるように最適化されている。

　前述したマーカーを対象物に印字する方法以外
にも、プロジェクタで光を投影することによって
三次元センシングを行うこともできる。
　人間は、2つの目で物を見て空間を認識してい
る。2つの目それぞれに見えている映像のズレに
よって近い・遠いを判別しているのだ。これはカ
メラにおいても同じことで、2つのカメラを用い
ることで、空間をデジタルに認識することができ
る。しかし、これはセンシングという観点から見
ると不十分だ。なぜならば、真っ白な物体のよう
に角度を変えて見ても違いが分からないものの場
合、三次元形状を読み取ることはできないからだ。
　ところが、1つのプロジェクタと1つのカメラを
用いた場合、プロジェクタで対象物体に光を当て、
その光のパターンがどう歪むかを観測することに
よって、三次元形状を読み取ることができる。
　対象物の特徴によって当てる光をプロジェクタ
でカスタマイズでき、高速化を図ることにつなが
る。
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① プロジェクターの光を対象物体に投影。
②カメラで撮影。
③パソコンでデータの読み込み。
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図１　3次元剛体に対するマーキングのイメージ

3次元剛体にマーカーをすることで、各点の動きを認識し、センシ
ングすることが可能となる。

図2　プロジェクターによるセンシング　
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図3　反射特性を表した図

見る角度により、光の比率が異なるので、それを処理することで
質感を認識できる。

か、それともツルツルしていそうなのかを判断す
るときーそこには反射特性と呼ばれるものが関
わっている。光が物体のある微小な面に入る角度
とそこから反射した光を見る角度をそれぞれ固定
したとき、その微小面に入った光と出ていく光の
比率（反射率）はその微小面の性質によって異な
る。つまり、反射率は入った光と出ていく光に依
存する関数と考えることができる。この関数のこ
とを反射特性と呼ぶ。

　この反射特性を各面で読み取るためには膨大な
処理が必要であり、渡辺先生はその高速化に関す
る研究をしている。この反射特性に、どこから照
明が当たっているか、物体がどんな形状をしてい
るかという条件が加わることで、人間は質感を認
識できるのだ。
　つまり、あたかも反射率 /反射特性が「そうなっ
ている」ように映像をプロジェクタで投影すれば、
人間からは実際とはまったく異なる質感のものが
本当にそこにあるように見えるのだ。その具体的
なメカニズムを説明する。
　人がある場所に立っていて物体を見ている状況
を考える。このとき、光源、微小面、人の位置を
固定することで、微小面に対する光源からの光の
入射角および人への反射角が一意に定まる。そこ
で、その微小面のもともとの反射特性を考慮しな
がら特定の反射特性を持つように調整した光（こ
の光は、先ほど仮定した照明とは別の実際の光で

ある）を照射すると、あたかもその部分が見せた
い質感を持っているように見える。これを各面で
行うことで、プラスチックを金属のように見せた
り、布に別の素材がくっついているように見せた
りすることができるのだ。

　近年、文化を保存するために美術品や本などを
電子化しよう、という動きがある。この考えはデ
ジタルアーカイブ（あるいは、デジタルアーカイ
ブ化）と呼ばれるものだが、ここにおいてはスピー
ドが課題になっている。1つのページを開いて固
定し、一枚一枚スキャンしていたのではあまりに
も遅すぎる。現実では、大災害が生じて希少な本
がなくなってしまう恐れがあり、現時点では、何
が将来的に重要なものになるのかも知り得ない。
そこで、先生はパラパラと本をめくりながらスキャ
ンを行うBook Flipping Scanningを提案した。こ
れはめくっているページを形ごと読み取り、読み
取った三次元形状に合わせて画像を変形すること
で本をスキャンするというもので、一分間に最大
250ページの速度でスキャンすることができる。
このBook Flipping Scanningによって、途方もな
い数の書物のデジタルアーカイブ化がより現実的
なものとなった。
　また先生は、ただ書かれている内容だけではな
く質感や重さなどの本が持っている特性も一つの
本というコンテンツであるとして、それらもデジ
タルアーカイブ化していこうと考えている。それ
以外にも生き物、ひいては実世界そのものを、そ
のままの形でデジタルに落とし込もうと先生は考
えている。そして、それを可能にするのが質感を
もとりこめる高速なセンシングなのだ。
　これまでもセンシングの高速化は人々の行動を
変えてきた。例えば、写真を撮ることに時間がか
かっていた時代では、今のように食事の写真をパ
シャパシャ撮る人は少なく、目的があるときにし
か使わなかったに違いない。ところが、インスタ
ントカメラ、スマートフォンとどんどん写真を撮
ることが高速化したことによって、特に目的はな

デジタルアーカイブ
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くても気軽に写真を撮るようになった。
　これに質感が加わるとなると、我々はさらに多
くの情報を保存できることになる。

その円盤を高速に回転させる。当然、真っ暗な部
屋の中では円盤は見えないが、ここで円盤の一部
がある領域を通過する瞬間にスリット状の光を当
てると、その領域にチカチカと円盤のその部分が
残っているように見える。例えば、円盤の青色の
部分が青色に見せたい部分を通過する瞬間に光を
当てれば、そこにはチカチカと青色の物質が見え
る。この円盤とプロジェクタの速度をどんどん上
げていくことで、いずれ臨界融合周波数を超え、
まったく点滅せずに見える。これをそれぞれの場
所で行うと、一枚の絵を表現することが可能とな
る。さらに照射する円盤が金属であれば金属の、
木であれば木の質感を持った絵を得ることができ
る。
　これを適切に制御された光で繰り返し行うこと
により質感を持ったアニメーションを作ることが
できるのだ。

　先生はその他に、1000fps（1秒間に1000回）の
スピードで投影を行う超高速プロジェクタ、
DynaFlashを開発している。「Youtubeの60fpsでも
十分に動画として見ることができるのに、1000fps
も必要なのか？」と疑問に思う方もいるだろう。
確かに、従来のプロジェクタのようにただ映すだ
けならば、そこまで高速である必要はないかもし
れない。しかし、プロジェクタを用いて前述した
ようなセンシングを応用していく上では、人間の
目にこだわる必要はなく、逆により高速にしてい
くニーズがあるのだ。
　読者のなかでは、プロジェクタとは単純に映像
を投影するというイメージを持っている人も多い
と思う。しかしながら先生は、プロジェクタを高
速かつ空間的に制御できるライトとして考える。
つまり、ここではプロジェクタが映しているのは
映像ではなく、制御された光である。
　人間は物を見るとき、物体が反射する光を網膜
で検知することで、物を見たと感知する。光とい
う情報を、網膜に存在する視細胞が反応して神経
細胞へと伝達しているのであり、例えば点滅する
光を見てチカチカという明暗の違い（フリッカー

1000fpsの超高速プロジェクター

という）を理解できるのも視細胞のおかげである。
しかし、視細胞が感知できる点滅の速度にも限界
がある。この、人間が点滅していると認識できな
くなる限界の光の周波数を臨界融合周波数という。
　ゆっくりとした速度で光を照射しても、チカチ
カとフリッカーを感じてしまうが、臨界融合周波
数を超える速さで照射することにより、ずっと光
を当てているように知覚されるのだ。連続して光
を当てているように知覚させることにより、様々
なことが可能になる。その一つにDynamic Stop 
Motionという質感を持ったアニメーションを作り
出すものがある。
　まず、様々な色や材質を用いた円盤を用意し、

　DynaFlashをプロジェクタとして用いた場合の
実用例として、ダイナミックプロジェクションマッ
ピングが挙げられる。プロジェクションマッピン
グという単語については、見聞きした人は多いだ
ろう。プロジェクションマッピングとはCGなど
で作成した映像を対象に投影する技術のことだ。
テーマパークでのイルミネーションにもよく使わ
れているが、それをダイナミック、つまり動的に
行うとはどういうことだろうか。例えば、対象物
が動く場合を想定する。
　通常、プロジェクションマッピングでは対象物
を読み込んでそれをもとに映像を作成する。つま
り、対象物が動くならばその動きに合わせてあら
かじめ映像を作る必要がある。例として観覧車に
プロジェクションマッピングを行う場合が挙げら
れる。
　ところが、観覧車などの動きの予測ができるも
のや決まった動きをするものではなく、飛び跳ね
るボールや任意に動く人にプロジェクションマッ
ピングを行いたい場合はどうだろうか。このよう
に、動きに合わせて映像を作ることができないと

ダイナミックプロジェクションマッピング
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きには、高速に対象物の動き・形状の変化を読み
込み（＝センシング）、それに合わせて高速に映像
を処理し、投影する制御が必要となる。この技術
がダイナミックプロジェクションマッピングだ。
　ここで、先ほどの質感を出力する話を思い出し
てほしい。先ほどは動かない物体に対して質感を
出力していたが、動的センシングと高速なプロジェ
クタを用いれば、動く物体に対しても質感をもっ
た映像を照射することができるのだ。これは剛体
のみならず、非剛体であっても可能である。
　人間が動く物質を見るとき、ある特定の微小面
の角度や場所は時間ごとに変化する。その角度・
場所をセンシングによって読み取り、その部分が
ある反射特性を持っているならばこう見えるであ
ろう、という映像を逐次投影することで、圧倒的
なリアリティを実現することができるのだ。
　この技術を先生は、質的知覚が難しい方々のた
めに活用できるのではないかと考えている。例え
ば、高齢者のような色の識別を難しく感じる人の
ために、個々から見える光を制御することができ
れば、それぞれから見えやすい世界を作ることが
できるかもしれない。具体的には、青色が見えに
くい方に対して、より青色に見えやすいように光
を調節することができるのである。これは色に限
らず、質感や形でも同じことが言える。現実を読
み込むことが、その現実をより強調することに繋
がるのだ。
　もちろん、この技術をアートに転用することも
できる。実際に先生は、アーティストの浅井宣通
さん、ダンスユニットのAyaBambiさん、他のアー
ティストの方々と協力し、アート作品《INORI》
を作成した。これは、AyaBambiさんの顔にマー
カーを付けてもらい、そこにダイナミックプロジェ
クションマッピングを行ったもので、AyaBambiさ
んのパフォーマンスに合わせて様々なイメージ、
例えば被写体の顔が変形・変質するような表現を
プロジェクションしている。先ほど説明した
1000fpsプロジェクタDynaFlashと、超高速センシ
ング技術が、このパフォーマンスを可能にしてい
るのである。

プロジェクタという存在の未来

　これからの時代、プロジェクタという存在の扱
いを変えていきたいと先生は言う。従来のプロ
ジェクタとは、ただ映像を映し出すだけのもので
あった。しかし、プロジェクタは光を投射する、
いわばライトとしての機能も持っている。
　プロジェクタのライトと情報提示機能という二
つの側面を使うことで、何もないところにディス
プレイとしての役割を与えるといった夢のような
将来を作ることができるかもしれない。そのため
には、超高速プロジェクションや高速センシング
の技術をさらに進化させていく必要があるだろう。
　渡辺先生は、センシング技術によって実世界を
測定し、対象の情報を取り込む技術をさらに発展
させることで、ゆくゆくは物体の形状や反射特性
などの情報を瞬時に、かつ、正確にコピーするこ
とを目指しているようだ。その技術が完成すれば、
例えば、現時点では本などの無生物が対象である
デジタルアーカイブを生物にも適用可能になり、
絶滅の危機に瀕している貴重な動植物を保存でき
るのである。
　渡辺先生の研究する技術の極限は、センシング
によって対象とする物体の形状は勿論、反射特性
などの質感を含めたその物体らしさ全てを取り込
んで加工でき、かつ、臨界融合周波数を超えたレ
ベルで動静に関わらず、像を投影可能だというこ
とである。この研究のさらなる発展を期待したい。

（執筆者）


