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高速プロジェクタによる投影コンテンツとの
動的インタラクション
鏡 慎吾1,a)

橋本 浩一1

概要：我々は，高フレームレートのプロジェクタ・カメラ間フィードバックによって，素早く動く対象に
追従投影するプロジェクションマッピングシステムの開発を行っている．これまでは主として，対象物に
ぴったりと貼りついているかのような映像提示を行うことでその有効性を示してきたが，エンタテインメ
ント応用を考える際は，ユーザの動きに反応する動的なコンテンツの実現も重要となる．本稿では，その
実装方法と効果について議論する．

Dynamic Interaction with Projected Contents
by a High-Speed Projector
Kagami Shingo1,a)

Hashimoto Koichi1

Abstract: This paper reports an implementation of high-speed projection mapping onto a moving surface in
which the pose of the projected content in the surface coordinate frame is determined by physical simulation
to enable user interaction through surface motions.
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Fig. 1 Definitions of coordinate systems

ツの実現も重要となる．
例えば，慣性センサつきのタブレット端末やスマート
フォンの上では，端末の傾きや動きに応じてコンテンツの
物理的挙動を変化させることが広く行われている [2]．プ
1

a)

東北大学
Tohoku University, Aoba-ku, Sendai 980–8579, Japan
swk(at)ic.is.tohoku.ac.jp

c 2017 Information Processing Society of Japan
⃝

ロジェクションマッピングにこのような仕組みを持ち込む
ことができればその表現の可能性は大きく広がる．特に，
高速フィードバックに基づく衝突・反発などを含む動的イ
ンタラクションの実現は，エンタテインメント応用への展
開のための重要な要素となり得る．本稿では，そのような
インタラクションシステムの実装例について報告する．
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提案システムの動作例

Fig. 2 Snapshot sequence from experimental results.

2. 高速プロジェクションマッピングシステム
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3. 動的インタラクションの実現
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