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Abstract‒ I created the works of interactive art called "Growth" to make the input and 
output device which can easily operate without teaching how to use to user. 
This works of interactive art recognizes the shadow as an input method. It is not necessary 

to teach a user an operation method of the machinery and realizes intuitive operation by 
making the shadow of the user an input method. 
I created works of interactive art "Growth". The flower is changed when user's shadow 

overlaps with the flower on the image projected on the screen. The user stands in front of the 
screen. The stalk grows when user's hand shadow overlaps with the flower on the image 
projected on the screen. The bud is attached to the stalk. Moreover, if the shadow of a hand 
overlaps with a bud, a flower will bloom, and if it overlaps with a stalk further, a new stalk 
will grow. 
The laboratory exhibition "the predicting interaction Mukaiyama Kazushi laboratory work 

exhibition" was held in the third floor museum of Future University-Hakodate between 
November 25, 2008 and November 28 and this works of interactive art was exhibited. 
The result of the exhibition of this works of interactive art, I could see aggressiveness for 

the operation of the user. But, all users could not do intuitive operation. And I understood 
the fault of the input method that shadows recognition was affected by environment. And, I 
understood the fault of the output image that the flower had little movement. 
In the future, I will create an input and output device that is not influenced by environment 
and reacts to a user's shadow immediately. 
 
Keywords: shadows recognition, interactive art, interaction 
 
 
 

概要： 使用方法の説明を行わなくとも，ユーザが簡単に操作することができる入出力デバイス
を作る為に，「Growth」というインタラクティブアート作品の制作を行った． 
本研究作品は，入力方法に影認識を用いた．ユーザ自身の影を入力方法にすることで，ユーザ
に新たに機器の操作方法を学ばせる必要性をなくし，直感的な操作を実現させている． 
本研究作品「Growth」は，スクリーンに投影された映像上の花にユーザの影が重なることで，
花に変化が起こる．ユーザがスクリーンの前に立ち，手の影がプロジェクタで投影された映像
上の花と重なると，茎が生えてくる．その茎にはつぼみがついており，影がつぼみに重なると
花が咲き，さらに茎に重なるとさらに新たな茎が生えてくる． 
この作品は2008年11月25日から11月28日まで公立はこだて未来大学３階ミュージアムにて
開催された研究室展覧会「予感インタラクション 迎山和司研究室作品展」にて展示を行った． 
研究室展覧会で作品の展示を行った結果，ユーザの操作に対する積極性が知見できたが，すべ
てのユーザが直感的な操作を行うには不十分な点があった．また，影認識が環境に依存すると
いう入力方法の欠点と，花が静的であるという点から，出力映像の欠点が知見できた． 
今後の展望として，環境に依存せず，また，ユーザの落とした影に即座に反応するような入出
力デバイスを検討している． 
 

キーワード： 影認識,インタラクティブアート,インタラクション
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第1章  序論 

本章では，本研究に至った背景と研究目標を述べる． 

1.1 背景 

センシング技術やカメラ技術が発達し，ユーザの様々な情報が取得出来るようになったこと
によって，ユーザの行動に合わせた直感的なデバイスの研究が盛んに行われている． 
例えば，日本では2008年7月に発売に発売された，Apple社のiPhone 3G (図１) にはマルチ

タッチ機能が搭載されており，同時に2カ所以上の接触点を検知して，2本の指を使った操作を
可能とした．これによって，「つまむ」という動作で画像を拡大・縮小させるという操作を実現
している[２]． 
さらに，iPhone 3Gには加速度センサ，近接センサ，環境光センサの３つのセンサが搭載さ

れている．加速度センサはユーザがiPhoneを操作している向きを検知する．ユーザが縦から横
にiPhoneを回転させると，加速度センサがその動きを感知し，表示方向を自動的に切り替える 
(図２)．さらに，この加速度センサによって，手の動きだけでゲームのコントロールを可能に
した．近接センサはユーザの誤動作を防ぐ役割をしている．iPhoneの中にあるダイオードが赤
外線パルスを発し，さらにユーザの耳に反射した赤外線を感知している．これによって，通話
中に誤って画面ボタンに触れるのを防いでいる．環境光センサはユーザの状況によって，画面
の明るさを調節する役割を担っている．太陽の下や明るい部屋ではディスプレイを自動的に明
るくし，暗い場所にいる時は明るさを落としている． 
このように，ユーザの行動に合わせたデバイスは，ユーザの操作を手助けし，快適さを提供

することが可能である． 

 

図1 iPhone 3G[１] 

Fig.1 iPhone 3G 
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図2 加速度センサによる切り替え[２] 

Fig.2 The change by the acceleration sensor 

1.2 研究目的 

使用方法の説明を行わなくとも，ユーザが簡単に操作することができる，インタラクティブ
アート作品の制作を行う．ユーザの行動に合わせて変化が起こることで，ユーザの操作の手助
けを行う． 
さらに，影認識による入力方法と花を用いた出力映像の有用性を明らかにすることが，本研

究の目的である． 

1.3 用語解説 

1.3.1 ユーザ 
本研究で述べるユーザとは，デバイスの操作者を指す．特に，第３章以降で登場するユーザ

とは本研究での作品の体験者を指す． 

1.3.2 入出力デバイス 
本研究で述べる入出力デバイスとは，作品の操作を行う為の入力方法と，操作によって返さ

れる，出力映像のことである．特に，本研究では入力方法として影認識を，出力映像として花
を用いた． 
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1.3.3 インタラクション 
本研究で述べるインタラクションとは，ユーザと入出力デバイスの相互作用のことである．

例えば，本研究作品では，ユーザがスクリーンの前に立ち，ユーザの影が入力されることによ
って，花の映像が出力される．このように，お互いに影響を及ぼす状態のことをインタラクシ
ョンと定義する． 

1.3.4 インタラクティブアート 
本研究では，コンピュータとユーザが情報の交換を行って一連の作業を進めるという様な，

対話性をもつメディアアート作品のことをインタラクティブアートと定義している． 
1950年代から，1960年代にかけて，デジタルテクノロジーを利用した，コンピュータアー

トが発祥した (図３)．しかし，当時のコンピュータは画像処理には大きな困難があり，コンピ
ュータで読み込んだ画像はプリンタやプロッタに出力する必要があった為，インタラクティブ
でリアルタイムなものでは無かった．しかし，1960年代後半にグラフィックディスプレイが発
売されたことによって，リアルタイムな描画が可能となった． 
また，コンピュータアートと同時期に，ビデオアートが発祥した (図４)．発祥当時のビデオ

アートは，記録メディアとしての特性に注目して，そのメディア性を問うものが多く，芸術の
形態や表現の形式をまだ確固として持っていなかった．その後，ビデオカメラが発売されたこ
とによって，テープ作品によるビデオアートが発展した． 
1980年代に入り，ビデオディスクの登場により，インタラクティブに映像を検索し，表示さ

せることが可能となった．その後，急速なコンピュータの普及と技術の向上と共に，ビデオと
コンピュータを直接接続出来るようになり，ビデオ技術とコンピュータ技術の融合が開始され
た．こうした流れのなかで，コンピュータアートとビデオアートの流れを汲み，インタラクテ
ィブ性を持ったメディアアートという分野が確立された (図５)． 
メディアアートは，様々なテクノロジー，特にコンピュータとの関係の中から生じたアート

である．メディアアートはコンピュータから，ユーザへの一方向へ働き掛けが行われるものが
多い．その中で，ユーザを作品の中に取り込み，コンピュータがユーザに働き掛け，ユーザが
アクションを起こす事で，映像や音，ものの形などに変化が起こるというような双方向性を持
つものをインタラクティブアートと呼ぶ[４]． 
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図3 Oscillon Number Four[５] 

Fig.3 Oscillon Number Four 

 

図4 Exposition of Music ‒ Electronic Television[６] 

Fig.4 Exposition of Music ‒ Electronic Television 

 

図5 Videoplace[７] 

Fig.5 Videoplace 
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第2章  関連研究 

本研究に関連する先行研究を紹介する． 

2.1 Biophilia 

ユーザの影からユーザの体や腕の動きを検出し，ユーザの動きに合わせて，植物の形を投影
するインタラクティブアート作品である (図６)．ユーザがプロジェクタの前に立つと，ユーザ
の影を検知し，ユーザの影に重ねて植物の形を投影している．ユーザの影が検知されている間，
植物は左右に動いている．ユーザが移動し，影が検出されなくなると，植物はだんだんと小さ
くなり，最後には消滅する[11]． 
この作品は，Mark Cypherによって制作され，2006年，SIGGRAPHにて発表された． 
SIGGRAPHとは，アメリカコンピュータ学会におけるコンピュータグラフィックスを扱う分

科会であり，また同分科会が主催する国際会議・展覧会の一つであるInternational Conference 
and Exhibition on Computer Graphics and Interactive Techniquesの通称である[12]． 

 

図6 Biophilia[11] 

Fig.6 Biophlia 
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2.2 SHADOW MONSTERS 

「SHADOW MONSTERS」は、プロジェクタの光によってできたユーザの手の影の形を認
識して，その影の形にあわせ牙や舌をプロジェクタで投影するという作品である (図７)． 
スクリーンに映った牙や舌の形は，ユーザの影の動きや時間によって次々と変化する．さら

に，投影されたユーザの影から鳴き声が上がり，煙が飛び出していく．この作品は，あたかも，
ユーザの影が生きているようかのように感じさせている．また，次々と変化していくことで，
ユーザの操作を誘発している．この作品は，Philip Worthingtonによって制作された[13]． 

 

図7 SHADOW MONSTERS[13] 

Fig.7 SHADOW MONSTERS 
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第3章  入出力デバイス 

本章では，3.1節で入力方法である影認識について述べる．3.2節で出力映像である花につい
て述べる． 

3.1 影認識を用いた入力方法 

ユーザ自身の影を入力方法にすることで，ユーザに新たに機器の操作方法を学ばせる必要性
をなくし，直感的な操作を実現させることが可能であるという点から影認識を用いた． 
本研究では，入力方法を考える際，使用方法の説明を行わなくとも，ユーザが簡単に操作で

きるという点を重要視した．そこで，様々な入力方法を検討した結果，ユーザ自身の影を用い
ることとした．その背景として，ユーザの動きを直接反映させる事が可能なので，操作方法を
ユーザが学ぶ必要がないことが挙げられる．さらに，影は影絵 (図８) や影踏みなど遊びにも
用いられていることから，ユーザにとって親しみがあるものと考えられる． 
本研究では，ユーザの影の特に指先の影を検出して動作を決定している． 

 

図8 影絵[15] 

Fig.8 Shadowgraph 

3.2 花を用いた出力映像 

ユーザにとって身近な存在であるものを出力として返すことで，作品を受け入れてもらい易
いという利点がある．また，花は種類が豊富であり，色の多様性によって美しさの演出ができ
るという点から，花を用いた． 
本研究の作品では，抽象化されたイラストと本物の花の写真で映像の動きを比較した結果，

抽象化されたイラストの方が，ユーザにとって受け入れ易いという点から，花のイラストを用
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いて映像を制作した．本研究の作品のポイントは，ユーザの影が花と重なるところに茎が生え
て，変化が起こるという点である．つまり，ユーザの任意の位置に変化を起こすことが可能で
ある． 
しかし，ユーザの任意の場所に変化が起こるということは，必ずしも現実の花の成長と一致

しない．写真の方が，映像によりリアリティを出すことが可能であるが，反対に実際には起こ
りえない位置に変化が起こると，ユーザに違和感を与えることが危惧された．そこで，本研究
作品では，実際の花の成長とは異なる変化が起こっても，ユーザに受け入れてもらい易いとい
う利点から，イラストを用いることとした． 
作品に使用した，イラストの一部を下記の図 (図９) に示す． 

 

図9 使用した素材 

Fig.9 Material used 
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第4章  Growth 

本章では本研究で制作した「Growth」について述べる． 

4.1 作品概要 

「Growth」とはスクリーンに投影された花にユーザの影が重なることで，花に変化が起こ
るというインタラクティブアート作品である (図10)．ユーザがスクリーンの前に立ち，手の影
がプロジェクタで投影された映像上の花と重なると，茎が生えてくる．その茎にはつぼみがつ
いており，影がつぼみに重なると花が咲き，さらに茎に重なるとさらに新たな茎が生えてくる． 
この作品はリアルタイムでユーザの影をPCカメラで撮影し，映像上の花と影が重なっている

かどうかの判定を行っている． 

 

図10 変化の様子 

Fig.10 Appearance of change 

4.2 仕様 

本研究には、プロジェクタとPCカメラ，PC，スクリーンの４つの機材を使用する．本研究
作品では，プロジェクタは SONY VPL-PX30を，PCカメラは BUFFALO BSW3KM01Hを，
PCは DELL DesktopPC Dimension E521(Athlon64 3500+,2GB)を使用した．プロジェクタは，
映像投影とともに，影を作り出す為の光源となっている．プロジェクタは天井に設置し，ユー
ザの背後からスクリーンに対して映像の投影を行った．PCカメラは，ユーザの影を撮影する為
に使用した．本研究作品ではPCカメラをユーザに対して上方に設置して，影の撮影を行った．
PCは動体検出プログラムを動作させる為に用いた．動体検出プログラムの詳細については4.4
節で述べる．機材の設置方法とユーザの位置を図で示す (図11, 図12)． 
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図11 配置図（正面） 

Fig.11 A figure of layout（front） 

 

図12 配置図（側面） 

Fig.12 A figure of layout（side） 
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4.3 開発環境 

開発環境として，Windows XP SP2 下で動作する，Visual C++, OpenCV, DirectShow，
Adobe Flash CS３を使用した． 

4.4 動体検出プログラム 

本研究作品では，ユーザの影をPCカメラでリアルタイムに撮影し，得られた画像から影情報
を解析して，映像上の花との当たり判定を行っている．ユーザの影が映像上の花と当たってい
ると判断されると，映像上の花に変化が起こる．この節では，動体検出プログラムの詳細を３
つの項に分けて説明する． 

4.4.1 キャリブレーション 
PCカメラで撮影した画像は，歪みが生じるので画像を補正する必要がある．機器の配置関係

によって生じる画像の歪みを補正することをキャリブレーションといい，本研究ではPCカメラ
が撮影した画像と，実際のユーザの影の位置とを対応させるために，キャリブレーションを行
っている． 
本研究作品で行ったキャリブレーションについて，図と共に，下記に示す． 
まず，ユーザの視点を示す (図13)．ユーザはスクリーンの正面に立ち，プロジェクタによっ

て投影された影を用いて操作を行う． 

 

図13 ユーザの視点 

Fig.13 Point of a user’s view 

この時，上方に設置されたPCカメラでは，ユーザの視点とは異なる，歪みが生じた影の画像を
撮影している (図14)． 
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図14 PCカメラの撮影画像 

Fig.14 a captured image of PC camera 

この，ユーザから見た影とPCカメラで撮影している影の画像が異なる状態のままでは，ユー
ザが正確な動作を行っていても，ユーザの視点とは異なる影情報が抽出されているため，位置
のずれが生じて作品に誤作動が起こる．そこで，PCカメラで撮影している影の画像の歪みを補
正して，ユーザの視点と一致させる為に，PCカメラの撮影画像の変換を行う必要がある．画像
の変換には，ユーザの視点と，PCカメラの撮影画像の４つの対応点を求める． 
本研究作品では，対応点に，プロジェクタで投影されている映像の四隅を利用した．映像の

四隅の座標 (x: 横位置 , y: 縦位置) は，左上 (0,0)，右上 (320,0)，右下 (320,240)，左下 
(0,240) となっており，PCカメラの撮影画像のから，映像の四隅に対応する４点をそれぞれ
求め，PCカメラの撮影画像の変換を行った (図15)． 

 

図15 キャリブレーション後の撮影画像 

Fig.15 a captured image after calibration 
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4.4.2 影情報の解析 
PCカメラで撮影された画像から，作品の操作に必要となる影の部分の画像を検出し，解析を

行う．本研究では，ユーザの影の特に指先の影を検出している． 
ここでは，影情報の解析方法の流れを３点に分けて述べる． 
まず，１点目に，PCカメラで撮影されたカラー画像を，白黒の画像にする為に，２値化を行

う (図16)．２値化を行う事で，情報量を減らし，解析にかかる時間を短縮することが出来る． 

 

図16 ２値化 

Fig.16 2 value conversions 

２点目に，輪郭の抽出を行う．２値化された画像の中から，輪郭を検出する．輪郭は細かな
点で描画されている．その細かな点を中心とする小さな円を画像に描画し，輪郭点の位置を表
す．さらに，閉じた領域になるように輪郭点同士を結ぶ線分を描画する．その後，いくつかあ
る輪郭の中から最も大きい輪郭を求める．ここでは，輪郭を囲む短形を求め，その短形の面積
の大きさで，最大輪郭の判別を行った． 
３点目に，指先の影の認識を行う．本研究作品では，抽出された最大輪郭の輪郭点の座標(原

点：左角上，x: 横位置 , y: 縦位置) の中で，yの値が最も小さな点を指先の影の先端として認
識し，指先の輪郭の始点として設定した (図17)．ユーザの影と映像上の花との当たり判定の際
には，この始点として設定した輪郭点を中心に，その周囲の輪郭点５つを結んでできた図形が，
映像上の花に重なっているかどうかで判定を行い，動作を決定している． 
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図17 指先の検出 

Fig.17 Detection of fingertip 

4.4.3 花の変化 
映像上の花の種類は３種類の中からランダムで選ばれる．ここでは，その中の１種類を例に

挙げて，図と共に映像上の花の変化について述べる． 
まず初めに，映像上の花の初期状態を図に示す (図18)．初めに生えている茎 (以下茎１)の傾

きは，根元を基準に，-30度から30度の範囲で変化する． 

 

図18 初期状態 

Fig.18 Initial state 

この状態の茎の部分にユーザの影が重なると，新たな茎が生えてくる (図19)．新たに生えて
くる茎 (以下茎２)は，４種類の中からランダムで選ばれる．茎２の傾きは，ユーザの影と茎１
が重なった点を基準に，30度から70度の範囲で変化する．また，茎１に対して，右位置に生え
るか，左位置に生えるかはランダムで選ばれる．試作の段階では，茎２の位置と傾きを，ユー
ザの影の移動の向きと茎１に重なった時の影の傾きから決定させていた．しかし，実際のユー
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ザの操作の様子を観察した所，ユーザは一定方向から操作を行い，また，重ねる影の傾きにも
大きな変化が無かった．その為，茎２の方向と傾きが同方向のものとなり，映像上の花に方寄
りが起きるという状態が知見できた．そこで，本研究作品では，映像上の花の美しさを表現す
る為に，茎２の方向と傾きをランダムで決定する事とした． 

 

図19 茎の発生１ 

Fig.19 Growth of stalk 1 

茎２の先端には，7:3の割合でつぼみか葉が付く．つぼみは大きさが大小に変化し，ユーザ

の影を重ねるという操作を促している．つぼみに影を重ねた場合，花が開く (図20)． 

 

図20 開花 

Fig.20 Bloom 

茎２に影を重ねた場合，また新たな茎 (以下茎３)が生えてくる (図21)．茎３の傾きは，茎２
と同様に，ユーザの影と茎２が重なった点を基準に，30度から70度の範囲で変化し，茎が生え
る位置もランダムで選ばれる．茎３の大きさは，茎２の60％の大きさとなっている． 
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図21 茎の発生２ 

Fig.21 Growth of stalk 2 

茎２は影を重ねる事で新たな茎が生えるが，茎３は影を重ねても変化が起こらない．変化が

起こらない仕様にした理由には，操作の優先度の問題が挙げられる．本研究作品の映像上の花

には階層があり，新しく生えた茎が先に生えた茎の上に重なって花が作られていく．つまり，

生えた茎の順番が新しければ新しい程，上の階層に配置される (図22)．また，茎同士が重なっ
た場合，上の階層に生えている茎への操作が優先される．その為，茎同士の重なりが多くなる

と，ユーザが先に生えた茎に操作を行おうとしても，上の階層にある，後から生えた茎への操

作が優先され，先に生えた茎への操作が困難となる．この場合のような，ユーザの意思とは異

なる変化は，ユーザにとって直感的な操作とは言い難い．茎を派生させればさせる程，茎同士

が重なる可能性が高くなり，直感的な操作が困難となる．そこで，茎の重なりが多くなること

を防ぐ為に，茎３には新たな茎が生えない仕様とした． 
 

 

図22 階層の概念図 

Fig.22 Concept chart of layer 
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花の変化の様子を，下記の図 (図23) にまとめる． 

 

図23 変化の様子のまとめ 

Fig.23 Flow chart of images changes 
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第5章  展示と評価 

2008年11月25日から11月28日まで公立はこだて未来大学３階ミュージアムにて研究室展
覧会「予感インタラクション 迎山和司研究室作品展」 (図24) を開催した． 

 

図24 研究室作品展の様子 

Fig.24 The laboratory exhibition 

5.1 方法と目的 

展示では，プロジェクタを光源としてユーザの影を作り出し，壁面をスクリーンとして用い
た．ユーザに操作方法の説明は行わず，自由に作品に触れることができる状態とした(図25)．
ユーザは，学生，教員，学校訪問者であった．展示を通して，ユーザの行動を観察したり，イ
ンタビューを行うことで，本研究作品の問題点の発見や改良点を検討することが，この展示で
の目的である． 
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図25 Growth 

Fig.25 Growth 

5.2 結果 

この展示で，ユーザが花の様々な部分に触れたり，影の大きさを変化させるという，ユーザ
の操作に対する積極性が知見できた．しかし，影認識が環境に依存するという入力方法の欠点
と，花が静的であるという点から，混乱を招くという出力映像の欠点が知見できた． 
展覧会場に訪れたユーザは，映像上の花を影で触るという現実と虚構が混ざった作品に驚き

ながらも，変化を楽しんでいた様子が伺えた．学生のインタビューの中で，最も多かった質問
は，どんな仕組みで作品が動いているのかということだった． 
しかし，中には映像上の花を触ることがわからず，作品を眺めているだけのユーザもいた．

操作がわからないユーザはポスターを見たり，他のユーザが操作している様子を見て，操作の
方法を学んでいた．ここから，使用方法の説明を行わなくとも，ユーザが簡単に操作すること
ができる，という本研究の目的がまだ十分でないことがわかった． 
影認識の問題としては，実際にユーザの影と映像上の花が重なっていても，うまく影が認識

されず，変化が起こらないという事象があった． 
また，出力映像の花の問題として，ユーザが映像上の花のどこに触るのか，戸惑っている場

面が知見できた． 
その他に，設置の問題として，ユーザがスクリーンを直接触るという場面が知見できた．ま

た，ユーザが作品の前を通ることで操作を行わなくとも，映像の花が変化するという事象が知
見できた． 
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第6章  考察 

この章では展示の知見を元に行った考察について述べる． 

6.1 設置 

壁面に投影したことで，新たにスクリーンを用意する必要がなく，作品をコンパクトにする
ことができた．しかし，ユーザに操作位置を指定しなかったという点と，壁面が頑丈であると
いう点から，ユーザが直接壁に触れてしまい，ユーザ自身とユーザの影が検出されることが原
因で，誤作動を起こすことがあるということが明らかになった．ここから，ユーザがスクリー
ンに触れることを前提にし，ユーザの影のみを検出するのではなく，ユーザ自身とユーザの影
を合わせた全体の形を検出することが適切であると言える．それに伴い，ユーザの操作に必要
となる部分のみを検出できるように，設置位置を変える必要がある． 
また，本研究作品は明度の変化によって動作の判定を行っていた為，ユーザが作品の前を通

ることで明度が変化し，特に任意の操作を行わなくとも，映像の花が変化するということがあ
った．ここから，周囲の環境に左右されない設置に改良する必要があると言える． 

6.2 入出力デバイス 

入力方法である影認識の精度が環境によって左右され，ユーザに誤解を与えるという状況が
あった．また，出力映像である花に影をピンポイントで重ねることが難しいということが明ら
かになった． 
まず，入力方法である影認識の問題点について述べる．ここでは２つの問題点から考察を行う． 

１点目は，影が淡い場合，検出が行われないという問題である．ユーザの立つ位置によって影
の陰影の強さは変化する．ユーザの立つ位置がスクリーンから遠い場合，影が淡くなり影が認
識されていなかった．２点目は，ユーザの指先の特徴によって，検出が行われないという問題
である．ユーザの指先が細い場合，ユーザが正しい位置に立って操作を行っていても，影の輪
郭を正確に検出することが出来ず，誤作動が起こっていた． 
これらの点から，ユーザの影の一部を操作に利用するのではなく，ユーザ自身とユーザの影

の全体の形を生かして，影の陰影の強さに変化が起こらないようにすることと，正確な輪郭を
検出することが必要であると言える． 
次に，出力映像である花の問題について述べる．本研究作品はユーザが映像上の花と影が重

なることで変化が起こる．ここでは２つの問題点から考察を行う．１点目は，ユーザの影を重
ねる部分の問題である．本研究作品の映像の花は静的であった為，ユーザに影を重ねる部分を
うまく誘導することが出来なかった．また，影を重ねる部分が小さかった為，その部分に影で
ピンポイントに触れることが難しいということがわかった．２点目は，映像に変化が起こるま
での時間である．ユーザの影がスクリーンに投影されても，映像上の花と影が重ならなくては
変化が起こらない．その為，ユーザが何も投影されていない部分を操作してしまい，戸惑いを
与えるという状況があった． 
これらの点から，ユーザの影が触れる場所に制限を持たせない自由度と，ユーザの影がスク
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リーンに投影された瞬間に，映像に変化を起こす即答性が必要であると言える． 
また，入出力デバイス全体を通した問題点として，本研究作品は一人のユーザに対してのイ

ンタラクションについてしか検討していなかったことが挙げられる．複数人のユーザで一斉に
操作を行った場合，影認識に誤作動が起こった．ここから，複数人のユーザに対応させるよう
に，作品を改良する必要がある． 
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第7章  まとめと今後の展望 

7.1 まとめ 

使用方法の説明を行わなくとも，ユーザが簡単に操作することができる入出力デバイスを作
る為に，Growthという作品の制作を行った．研究室展覧会で作品の展示を行った結果，ユーザ
の操作に対する積極性が知見できたが，すべてのユーザが直感的な操作を行うには不十分な点
があった．また，影認識が環境に依存するという入力方法の欠点と，花が静的であるという点
から，出力映像の欠点が知見できた． 

7.2 今後の展望 

7.2.1 仕様の改良 
側面から投影させる方法ではなく，上面から投影する方法に変え，操作に必要となる，ユー

ザの手の部分とその影のみを検出できるように，設置方法を変える (図26)． 

 

図26 配置図 

Fig.26 A figure of layout 
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7.2.2 出力映像の改良 
環境に依存せず，また，ユーザの入力に即座に反応するように，出力映像の改良を行う．改

良案として，ユーザの手または手の影がスクリーンに投影された瞬間，投影された位置から花
が生えるという入出力デバイスを検討している．この改良案で，直感的な操作を実現できると
考えている． 
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