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概要： 近年になり、より目にする機会が増えたプロジェクションマッピングは、制作に必要なツールや

ハードウェアの進歩に伴い、より大型で複雑な表現が可能になってきた。裏を返せば、それは同じ規模の

ものや更に小規模なものの制作がより容易になったとも捉えられる。より手軽にプロジェクションマッ

ピングを行う事が可能になることにより、一般的な街頭広告などへの活用もできるようになる。その一

例としてウィンドウディスプレイをテーマに、本稿では小規模向け、更には広告としてのプロジェクシ

ョンマッピングが従来のものと大きく違う点を取り上げ、要求される視聴体験を与えられるシステムを

提案する。実験結果により、視聴位置の分布と視聴者の取る動きによって異なる処理が適していること

が分かった。分散し、各々が自由な動きを取るほど、分布の重心に最も近く、かつ動きの緩急が少ない視

聴者の視点を追従することが最適であることが分かった。 
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Outline: Mapping projection has become more common to the public recent years.  The advancement 

in mapping tools and hardware made more large scaled and complicated expression possible.  On the 

other hand, it led producing small scale or simple mapping projection with more ease.  By making 

mapping projection possible more easily, we gain the opportunity to use it for more generalized public 

use, such as outdoor advertisements.  For this proposal of the use of mapping projection on outdoor 

advertisement in daily basis, I will take window display as an example, and experiment our way 

through it.  Because of its scale and advertisement uses, there are few points that has to be concerned 

when compared to the large scaled mapping projection of today.  From the results of the experiments, 

the distribution of the viewers and their movement factors how view point tracking should be 

implemented.  The more random becomes the viewers’ position and movement, the view point should 

track the viewer who is closest to the centroid of the distribution, and also not moving in intense 

manner. 
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1. はじめに 

 プロジェクションマッピングは日々一般的にも目

にする機会が増えてきている。かつては静的な対象

に投影するだけだったものも、近年では動的対象へ

投影する実例をはじめ、リアルタイムで変化する対

象にも対応させる研究などが行われている 1。技術

的な発展は、複雑な表現を可能にするだけでなく、

従来の表現をより簡単に成し得ることができる。そ

のような背景から、小規模なものであればより日常

的に利用できると考え、街頭広告の一種として活用



することを考案する。その一例として、ウィンドウ

ディスプレイを挙げ、それを実現する上で必要にな

る要素の考案と従来との違いなどについて考察する。 

 

2. プロジェクションマッピングと街頭広告 

 従来のプロジェクションマッピングはその特性か

ら規模が大きく、また視聴者の位置は固定されてい

ることが前提であった。しかしながら、ウィンドウ

ディスプレイが設置されている環境を考慮すると、

視聴者が移動している可能性が高く、その場にいる

全員が興味を示していることはない。よって、ウィ

ンドウディスプレイを見ている視聴者にのみ「価値

のある情報」を投影する必要があり、同時に視聴者

が取るだろう様々な視点に対応しなくてはならない。

「価値のある情報」とは、見る者にとってより購買

意欲を促進する情報のことであり、現在では少しで

も関心を抱いた人に対して、印象強い情報を与える

ことが理想とされている 2。今回はそれを、視聴者の

視点をリアルタイムで追従することにより、立体感

などの演出から与えることにした。 

 

3. 投影法と視点追従法 

 従来のプロジェクションマッピングとは大きく違

う点は、小規模なだけではなく、視聴者が取り得る

位置や行動に対応しなくてはならないことである。

視聴者は角度をつけて映像を見る可能性があり、立

体感を演出するにはその視線と投影される映像の遠

近法が一致する必要があり、従来の静的な映像を投

影する手法ではこれに対応できない。通常の映像投

影とは違い、プロジェクションマッピングではスク

リーンの他にも投影対象が存在し、投影する映像の

遠近法を視聴者に合わせるだけでは正しく投影され

ない。投影対象毎の深度を考慮し、それに合わせた

カメラをコンテンツ内では用意する必要がある。し

かしながら、マッピングという特性上から、投影面

の深度上に映し出される内容は変化してはいけない。

Off-Axis Projectionを用いる事により、これに対応

した。 

 小規模とはいえ、視聴者が複数いることが予測さ

れ、視点追従もこれに対応する必要がある。しかし

ながら、遠近法を用いる以上、厳密に対応できるの

は 1人までである。そこで 3人の被験者で実験を行

い、以下の追従法を視聴者の密集具合や行動の統一

性の観点から検証した。最初に検知した視聴者、3人

の平均、その平均に最も近い視聴者、3 人の重心、

その重心に最も近い視聴者の 5種類である。検証し

た結果、追従対象に近い視聴者は、追従対象と似た

行動をとる限りほとんど違和感を覚えることはなか

った。一方で、視聴者が分散したり、個別の行動を

取ったりした際は追従対象以外に違和感がない映像

を見せることはできなかった。前者は平均や重心、

後者はそれに最も近い視聴者を追従する手法が、他

と比較した際に優れていた。 

 

 

図 1：実験風景（凹んで見える部分は全て映像） 

 

4. 総括 

 視聴者がある程度密集し、互いに似たような行動

をとる分には効果がある映像を見せることができた。

一方で課題は、視聴者が分散したり、個別に行動を

取ったりする場合であった。現状では、人の流れが

ほぼ統一されている通路などにおける街頭広告には

利用できると考えているが、それ以外の用途では確

実に 1人に正しい映像を投影できるものの、他の複

数を犠牲にしてしまう可能性がある。 
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