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概要： 情報世界では，映像等の視覚的対象物の⾒えの程度(=視覚的顕著性)を変化させるピクセル化という処理が盛んに⾏われてい
る．しかし, 実世界でピクセル化を実現するのは必ずしも容易ではない．本研究では，実世界で対象の視覚的顕著性を変化させ，かつそ
の変化を可逆的に⾏うことが可能な透明ピクセル化フィルタを提案する．提案⼿法として，3D プリンタで制作した透明樹脂のレンズア
レイを対象と観察者の間に配置する．これによって，レンズの拡⼤効果により対象の視覚的顕著性を低下させることができる．レンズ
アレイの持つレンズの個数やレンズ間のピッチ，または各レンズの曲率半径を任意に設計することで，対象の特徴に合わせて効果的に
視覚的顕著性を低下させることを可能とした. また, ⼀部の⾯にレンズアレイを持った透明樹脂製の筐体を制作し，その中に透明樹脂と
同じ屈折率を持つ透明な液体の充填する．この液体の充填率を制御することで, レンズアレイによる視覚的顕著性の変化を可逆的かつ漸
次的に⾏うことを可能とした.  
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１．はじめに 
 視覚的顕著性を変化させるピクセル化は情報世界にお
いては盛んに扱われている．しかし実世界において，情報
世界で⾏われているように視覚的顕著性を可逆的に変化
させることは容易ではない．本稿では，視覚的顕著性とし
ての⾒え⽅の状態を⾒える/ぼやけて⾒える/⾒えないと
いう３つに分類した上で、実世界において⾒える/ぼやけ
て⾒えるという変化を実現し、かつその変化を可逆的に⾏
うことを可能とする透明ピクセル化フィルタを提案する． 
 
２．関連研究 
 実世界において⾒え⽅を変化させるものとして，世の中
に広く普及している磨りガラスや，調光液晶シートを⽤い
た 暦 本 ら の Squama[1]， 光 の 拡 散を ⽤ い た吉 添 らの
pixel[2]，鏡の微振動により映る像をぼかした Random 
International による Blur Mirror[3]などがあるが、いずれ
も⾒える/ぼやけて⾒えるという変化を可逆的に⾏うとい
う本研究の提案とは異なる． 
 
３．提案⼿法 
 ピクセル化の⼿法として，レンズによる拡⼤効果に着⽬
した．複数の⼩さなレンズを並べ，それら⼀つ⼀つの拡⼤
効果が集まることで，もともと図 1(a)のように⾒えていた
コンテンツが図 1(b)のように全体としてぼやけて⾒える
ようになる．またピクセル化を可逆的にする⼿法として，
同屈折率の物質同⼠の境界では光が屈折しないという光
学現象に着⽬した．透明樹脂と同じ屈折率の液体をレンズ 
の凹凸に充填することによってレンズの境界での屈折が
起きなくなり，図 1(c)のように拡⼤効果が無効化される． 
この充填制御によりピクセル化の可逆的変化を可能にし
た． 

(a)提案システム無し    (b)ピクセル化    (c)ピクセル化の無効化 
図 1 レンズアレイを⽤いたピクセル化 

 

４．透明ピクセル化フィルタの設計 
 本稿では，実世界で任意の対象の視覚的顕著性の⾒える
/ぼやけて⾒えるを可逆的に変えるピクセル化フィルタに
求められる要件として，下記の４つを定義した． 

1. 透明であり，実世界の対象に重畳して使⽤できる 
2. ある領域の代表値によって領域全体を塗りつぶす

効果を有する 
3. 簡易に形状を変更できる（対象に応じて柔軟に作り

変えられる） 
4. ピクセル化の効果を任意のタイミングで on/off を

切り替えることができる 
 まず，要件 1.2 を満たすものとして，透明なレンズアレ
イを考える．次に要件 3 を実現するため，レンズアレイの
作成には透明樹脂の 3D プリンティングを⽤いる．さらに
要件 4 を実現するため，⼀部の⾯にレンズアレイを持った
透明樹脂製の筐体を制作する．その中に透明樹脂と同じ屈
折率を持つ透明な液体の充填することでレンズによる光
の屈折を無効化し(ピクセル化 off)，充填した液体を放出す
ることでレンズの効果を有効にする(ピクセル化 on)．  
 
５．実装 
５．１ システム構成・使⽤する素材 
 本システムはピクセル化フィルタとそれに接続するチ
ューブ，電磁弁，ポンプによって構成される．システムの
全体像と構成を図 2 に⽰す．フィルタに使う樹脂の素材は
アクリルライク，液体は流動パラフィンを⽤いた．それぞ
れの屈折率は，アクリルライクは 1.49，流動パラフィンは
1.48 である． 

図 2 システム全体図と構成 



５．２ フィルタの形状 
 また，設計した透明ピクセル化フィルタの構成を図 3 に
⽰す．3D プリンタでレンズアレイ層と枠を造形し、上か
らアクリル板を接着している．下部にチューブが接続され，
上部には気圧を調整するために⼩さな⽳をあけている．ま
た，設計したフィルタにおけるレンズアレイ部分の⼀つ⼀
つのレンズは球⾯の⼀部分であり，曲率半径は 12.5mm，
レンズ間のピッチは 9mm である．曲率半径がレンズの焦
点距離を決め、それにより対象とフィルタの距離を決める。
レンズ間のピッチはピクセル化する際のピクセルの粗さ
を決める。レンズは平凸レンズとなり，レンズの屈折率を
n，曲率半径を r，焦点距離を f とすると，以下の関係式の
とおりとなる． 
 
 
今回のパラメータの設定は６章のアプリケーション例で
⽤いる絵画をピクセル化する際に，細部の動物は認識でき
なくなるが男の横顔は認識できるというぼかし加減にな
るように設計している． 

図 3 フィルタの構成   
 
６．アプリケーション 
 視覚的顕著性を可逆的に変化させられる提案システム
のアプリケーションの例として，ミクロ視点とマクロ視点
において異なる情報を持つ対象の視点の切り替え効果が
考えられる．図４の例では，ピクセル化により細部の情報
をカットすると，男の横顔として⾒え，フィルタに液体を
充填することで徐々に細部が⾒えるようになると，男の横
顔を構成する複数の動物が⾒えるようになることが確認
できた．CG 等による瞬間的な変化に⽐べ，液体を充填し
ていくことにより徐々に変化していくことで，変化の違い
がより強調され，変化していく部分へと視線が誘導される
という効果も⽰唆された． 

図 4  (左)充填前 (右)充填開始 30 秒後 

７．実験 
 レンズのピッチ幅と対象物の⼤きさの⽐率の違いによ
りピクセル化した際の対象物の⾒え⽅にどのような変化
が⽣じるかを明らかにする実験を，縞模様とフォントを⽤
いて⾏った．レンズのピッチ幅と対象物の⼤きさの⽐率と
いう相対的な関係で⾒え⽅が変化するため，今回は簡易実
験としていずれの実験においてもレンズのピッチ幅を
2mm で固定し，対象物の⼤きさを変化させる．  
縞模様を⽤いた実験 
 対象物の⽩と⿊の線幅の⽐が 1:1 でそれぞれ 10 本の縞
模様を⽤い，縞模様の幅を変化させた時に⿊の線と⽩の線
が交互に確認でき，かつ 10 本の⿊線を認識できるか否か
を⽬視で検証した．縞模様の幅は 1mm~6mm の間で
0.5mm 刻みの 11 段階で検証を⾏った．結果は，縞模様が
縦向きの場合，縞模様の幅が 2mm より広ければ⿊と⽩の
線を交互に確認でき，10 本の⿊線を認識できた（2mm 以
下の場合線と線の間が潰れた）．また横線の場合も，縞模様
の幅が 2mm 以上広ければ⿊と⽩の線を交互に確認でき，
10 本の⿊線を認識できた．  
 
フォントを⽤いた実験 
対象物をフォントにした場合，字に含まれる線の太さや線
と線の間隔，字の複雑さなどによりピクセル化した際の認
識度が変化する．本実験ではフォントのサイズを 6pt ずつ
変化させ，字を認識できるかを⽬視で確認した．図 5 はフ
ォントサイズ 20pt, 26pt, 32pt, 38pt, 44pt の場合の⾒え⽅
で，44pt では認識でき，20pt では認識できず，26pt~38pt
では⽂字であることは認識できるが何という⽂字なのか
認識できる⼈とできない⼈に別れることが⽰唆される． 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 5 フォントを⽤いた例(レンズ間ピッチ: 2mm,  
フォントサイズ: 20pt, 26pt, 32pt, 38pt, 44pt) 
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