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プロジェクションマッピングを用いたぬり絵ツールにおける
投影像と距離の関係
熊谷賢二†1	
  向田茂†2	
  隼田尚彦†2	
  斎藤一†2	
  安田光孝†2
現実空間の立体物に映像を投影するプロジェクションマッピングが注目されている．我々はこれまで，プロジェクシ
ョンマッピングにユーザが参加できる要素を加え，立体物にぬり絵を行うことのできるツールの開発を行ってきた．
プロジェクタによる投影ではプロジェクタと投影面との距離が離れれば離れるほど像は大きく，速度は速く映し出さ
れる．これは人の奥行き知覚とは矛盾している．本研究では，ペンタブレットを用いた描画において，遠くの立体物
への描画時に，ペンのサイズが大きくなり，動きが速くなることがインタフェースに影響を与えるのか否かについて
検討した．

Relationship of Between Projection Image and Distance in The Paint
Tool by Using Projection Mapping.
KENJI KUMAGAI†1
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Projection Mapping is an exciting new projection technique that display to real objects on 3-D surface. We are developing
extended paint tool for 3-D surface by using projection mapping technique. Basically, if projection screen go away from video
projector, the mouse cursor become bigger and faster. This phenomenon of projection by using video projector does not accord
our depth perception. In this research, we conducted subjective evaluation experiments for the relationship of between projection
image and distance.

1. は じ め に

れてきた[6][7]．
	
  	
 

これらの研究より，現実空間の立体物からの情報取得や

近年，プロジェクタで立体物に映像を投影するプロジェ

情報共有はますます発展するだろう．受動的な情報取得で

クションマッピング（PM: Projection Mapping）が注目を集

はなく，ユーザが自ら積極的に PM に関与し，実在する立

めている．PM は，現実空間の立体物に映像を投影し，現

体物に情報を付加することで，直観的で理解が容易な情報

実には起こっていない現象があたかも起こっているかのよ

共有ができると考える．また，複数の人が集まり，意見が

うに見せることができる．東京駅やオペラハウスなどの建

飛び交う創作の場などで，出た意見に対して，すぐに編集

築物をはじめ，車や靴，ピンポン球などの立体物にも施さ

して随時結果を確認することができれば自然な情報共有と

れている．

意識共有を可能にするのではないだろうか．

PM を行う際，ユーザが感じる臨場感をどのようにして

我々は，現実空間の立体物に情報を付加し，複数人が同

高めるかという研究がなされている[1]．PM は，プロジェ

時に情報共有することを目的としたツールを開発し，

クタの光源と立体物の延長上に影ができてしまう問題があ

EIRUNと名付けた[8] （図1）．

り，ユーザに違和感を与えてしまうことがある．影の問題
を，像の補色を利用し，複数台のプロジェクタを用いるこ
とでこの問題を解決したコンテンツの研究[2]もなされ，人
がコンテンツに没入しやすくするための試みがなされてい
る．PM はアート的な利用方法だけではなく，プロジェク
タを用いて実体物に情報を提示する複合現実感（Mixed
Reality）として，インタフェースや複数人の情報共有をす
るための研究もなされてきた[3][4][5]．また，PM にかかわ
らず，複数人が情報共有することで，議論の活発化や創作
意欲の活性化を促進するツールの開発に関する研究も行わ

	
 
図 1	
  EIRUN を使用している様子
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Figure1	
  The scene of playing EIRUN.
EIRUNは，立体物に自由にぬり絵が行えるツールである．
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ペンタブレット入力による描画を，プロジェクタを用いて
立体物に投影することでユーザはインタラクティブにPM
を行うことができる．また，利用者がマウスカーソルの位
置を見て描画点を決められることから，一般的にPMでは必
要不可欠なキャリブレーションを不要とすることができた．
EIRUNはユーザが直観的かつシームレスに使用できるこ
とを目的とし，ディスプレイを介さずに立体物を直接見な
がら描画することができる．

2.

プロジェクタの投影像と遠近知覚の違い
プロジェクタから投影されている像は，人が知覚する遠

近とは異なる．現実空間で人が感じる遠近は，近くの立体
物は大きく，遠くにある立体物は小さくなる（図 2（a））．
一方，プロジェクタから投影された像は，点光源から放
射状に光が広がるため，近くに投影される像は小さく，遠
くに投影される像は大きく表示される（図 2（b））．

3. 実 験
プロジェクタから異なる距離にある立体物へ像を投影
する際は，投影する像に人の遠近知覚に沿った処理を行っ
た方が，自然なインタフェースとなるのではないかと考え
た．
実験では，プロジェクタから異なる距離に配置した立体
物に，ペンタブレットによる入力で描画を行う際の，塗り
やすいブラシのサイズと速度を確かめた．もし，プロジェ
クタから異なる距離にある立体物に対して行う描画の際に，
距離によって塗りやすいブラシのサイズと速度に差が見ら
れれば，投影面までの距離に応じてブラシのサイズや速度
を制御すべきであるといえる．
3.1 方 法
実験装置及び立体物の配置を図 3 に示す．被験者は椅子
に着席し，プロジェクタは椅子の後ろに配置した．プロジ
ェクタから 2.60ｍ離れた位置に立体物 A を配置し，プロジ
ェクタから 3.40m 離れた位置に立体物 B を配置にした．立
体物 A と立体物 B との距離は 0.80m とした．プロジェクタ
と立体物 A，B との距離をこのように設定したのは，EIRUN
の使用環境を考慮したからである．プロジェクタから投影
される像の焦点は，立体物 A と立体物 B の中間に合わせた．
プロジェクタから投影された像が鮮明に見えるように，部
屋の明るさの調節を行った．

図 2	
 

遠近知覚と投影像の比較

Figure 2	
  Depth perception and projection image．
また，立体物の移動速度についても同様である．現実空
間での人の遠近知覚では，近くの運動は速く感じ，遠くの
運動は遅く感じる．しかし，プロジェクタによる投影像で
は，近くの像の移動幅は小さく，遠くの像の移動幅は大き
くなることから，近くに投影された像の動きは遅く，遠く
に投影された像の動きは速く感じられる．つまり，プロジ
ェクタから出力される像の大きさや速度は，人の遠近知覚
と逆である．
EIRUN を使用した際でも，ペンタブレット入力では一定
のペンの移動距離で塗り絵を行っていると意識しても，投
影面では，プロジェクタから遠くなるほどブラシは大きく
速くなっている．人はこの現象によって，操作に何らかの
影響を受けているのではないだろうか．
	
  本研究では，人が感じている遠近知覚とは逆であるプ
ロジェクタの特性（遠くに投影される像は大きく速く，
近くに投影される像は小さく遅い）がインタフェースと
して好ましいかどうかを確認するための実験を行った．
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図 3	
  実験における被験者と実験装置の配置図
Figure3	
  Environment of the experiment.
実験では，実験刺激である立体物を立体物 A（near 条件）
と立体物 B（far 条件）に置く 2 条件を設けた．使用する立
体物は 4 種類を用意し，立体物ごとに異なる課題を設定し
た（表 1）．被験者が，一度に描画するのは 1 つの立体物で
あり，全てで 8 回（near 条件と far 条件の 2 条件×4 種類の
立体物）の試行を行った．
被験者は情報系大学の学部生 17 名，大学院生 2 名，職
員 1 名の合計 20 名であった．そのうち，ペンタブレットの
使用歴があったのは 13 名であった．
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表 1	
  各立体物の課題と大きさ
Table 1	
  Task and size of each 3-D object.

にした．試行毎のブラシのサイズと速度の初期値は，各試
行で選択できる最大値と最小値の中間を採ることとした．
さらに，最大値と最小値は試行毎に一定の範囲でランダム

立 体 物 	
 

課 題 の 内 容 	
 

大 き さ (高 さ × 幅（ m）)	
 

キャラクタの置物

顔を塗りつぶす

0.28×0.28

に設定するようにした．

牛乳パック

すべてを塗りつぶす

0.225×0.1

	
  被験者は，試行毎の描画をするために，最も塗りやすい

簀子

手前の板を塗りつぶす

1 枚 0.355×0.04

図形

輪郭をなぞる

0.235×0.235

ブラシのサイズと速度を答えるよう求められた．各試行で
は，被験者が最も塗りやすいブラシのサイズと速度が見つ
かるまで，何度でもブラシのサイズと速度を変えるよう指
示された．被験者がブラシのサイズと速度を一方向に変化

3.2 手 続 き
被験者は，課題に従った８通り（near 条件と far 条件の 2
条件×4 つの立体物）の全ての試行を行った．試行毎に最
も塗りやすいブラシのサイズと速度を選ぶように指示され
た（図 4）．また，被験者は，ブラシのサイズと速度の変更，
課題を描き直すために描画していた絵の消去の 3 つを自由
に行うことができた．しかし，それらを被験者自身が操作
すると，描画に対する集中力を欠いてしまうのではないか
と考え，被験者がブラシのサイズと速度の変更，描画して
いた絵を消去する際は，口頭で実験者に伝えるようにした．

させ，周辺の値を試さずに塗りやすいブラシを選択したと
きには，本当にそのブラシが良いのかを確認するためにま
だ試していない周辺の値も試すよう促した．また，初期値
として設定されたブラシのみを試すだけで，周辺のブラシ
のサイズと速度を試さずに塗りやすいと答えた場合も，同
様に周辺の値も試すよう促した．

4. 結 果
	
  実験の結果，ブラシのサイズは，far 条件では平均 12.8
ピクセル（sd=7.0），near 条件では平均 14.6 ピクセル（sd=7.9）
であり，near 条件の方が大きかった（図 5）．立体物の位置
と種類を被験者内要因とする一元配置の分散分析を行った
ところ，有意な結果が得られた（ F（1, 159）=13.1, p< 0.01）．

図 4	
  実験の様子（キャラクタの置物）
Figure4	
  Scene of experiment
	
  説明の後，被験者はペンタブレットの操作に慣れるため
に，5 分程度（本人の習熟度によって左右した）の練習を
行った．練習を行うことで，実験の初めに行った試行と，
最後に行った試行の結果が，ペンタブレットの習熟度によ
って左右されないようにした．練習は，被験者のペンタブ
レットの使用歴にかかわらずに行い，実験で用いる立体物
とは全く関係のない熊のぬいぐるみを使用した．
	
  練習の直後に，8 通りの試行（2 条件×4 の立体物）を全
て行った．ただし，各試行の順序が結果に影響しないよう，

図 5	
  ブラシのサイズ
Figure5	
  Size of brush
	
  ブラシの速度に関して，far 条件は平均 4.3（sd=1.2），near
条件では平均 4.4（sd=1.1）であり，near 条件の方が速かっ
た（図 6）．立体物の位置と種類を被験者内要因とする一元
配置の分散分析を行ったところ，有意な差は見られなかっ
た （F（1, 159）=1.29, p=0.259）．

被験者毎に試行の順序はランダムにした．
ブラシのサイズは最小で 1 ピクセル，最大で 45 ピクセ
ルとした．速度に関しては，Windows API である,Win32 を
用いてマウスカーソルの速度を調節する方法を採ることと
した．Win32 で設定できる値は 1～20 までであり，本実験
では 1～10 までの範囲を使用した．
被験者が 1 つの試行を完了した際に，ブラシのサイズや
速度に慣れてしまい，その後の試行に影響を与えないよう，
次の試行のブラシのサイズと速度の初期値を変更するよう

ⓒ 2014 Information Processing Society of Japan

図 6	
  ブラシの速度
Figure6	
  Speed of brush
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5. 考 察
実験の結果，同じ立体物へ描画を行う場合であっても，
プロジェクタからの距離が異なると被験者が塗りやすいと
感じるブラシのサイズに変化が見られた．近くの立体物へ
の描画と比べ，遠くの立体物への描画では，ブラシのサイ
ズは小さい方が塗りやすいという結果となった．一方,ブラ
シの移動速度については,遠くの立体物への描画が遅くな
ったが検定では優位な差は得られなかった.
遠くの立体物への描画ではブラシサイズを小さくする
ほうが良いということについては，同じ大きさの立体物で
あっても，観察者からの距離が変わると見た目の大きさが
変わるためと考えられる．観察者からの距離が遠くなると，
立体物の見た目の大きさは小さくなる．小さな領域への描
画を行う場合は，ブラシサイズは小さいほうが良いという
ことであろう．ブラシの速度については，検定で優位な差
は得られなかったが，これは実験時のブラシの速度の変化
量が影響したかもしれない．被験者から，
「もう少しだけ遅
ければいいのに」などの感想が多く聞かれた．ブラシの速
度の変化量は 2n 倍で変化していたため，一段階の変化でも
大幅に速度は変わってしまった．
本実験では，観察者（プロジェクタ）の位置から描画す
る立体物の距離が遠くなるとブラシのサイズが大きくなり，
移動速度は速くなることがペイントツール（EIRUN）のイ
ンタフェースとして好ましいか否かについて検討を加えた
ものである．実験の結果からは，少なくともブラシのサイ
ズについては，プロジェクタの特性のままではなく，投影
距離に応じてブラシのサイズを変えるべきであることが示
された．しかし，どのように変えるべきであるかという問
いについては，本実験では十分に答えることはできない．
たとえば，表示するブラシのサイズは，観察者から立体
物までの距離に応じて観察者の位置からの見た目の大きさ
を随時変更するべきであろうか．あるいは，観察者の位置
からの見た目の大きさは常に一定とし，変えないようにす
るべきであろうか．つまり，見た目のブラシサイズを変え
るのは，観察者が明示的にサイズを変える意思表示をした
時のみとすべきだろうか．ただし，この場合でも，観察者
の位置からの見た目の大きさが変わらないよう,立体物ま
での距離に応じてツール上で表示するブラシのサイズは変
更する必要がある.

6. 今 後 の 予 定
	
  本実験より,描画のためのブラシサイズは,遠くに投影す

	
  また，本実験の結果や人が感じる見え方の影響を基に，
プロジェクタから遠くにある立体物に対して，ブラシのサ
イズを小さくする機能を EIRUN に実装する予定である．
この機能を実装することで，ユーザにとってさらに良いイ
ンタフェースを提供することができると考える．

7. お わ り に
	
  本実験では，ユーザが，プロジェクタから異なる距離に
ある同じ立体物に，ペンタブレット入力で描画を行う際の，
塗りやすいブラシのサイズと速度について検討した．プロ
ジェクタから，近くにある立体物に比べ，遠くにある立体
物に対して投影する像は，ブラシのサイズを小さくする方
が，ユーザにとって塗りやすいという結果を得た．
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る場合は小さくする処理を行った方が良いという結果が得
られたが,具体的な操作の場面においてどのように小さく
すべきかはわかっていない.今後は投影された像に対して,
観察者の位置からの見た目の大きさを人の奥行き知覚にあ
わせるべきか,見た目のブラシのサイズは常に一定になる
よう制御すべきかについて検討していく予定である.
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