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概要：	 本研究では太陽光を光源として活用し，液晶シャッタの高速な開閉によって直射日光の透過/遮断を時間
的に制御することで，カメラ撮影時にのみ任意の視覚パターンを提示するディスプレイを提案する．肉眼とカメ

ラでは時間分解能の差があり，肉眼では視認できない短時間の変化を，カメラではシャッタ速度を高速に設定す

れば捉えることが可能であるという点に筆者は着目した．また，空間が明るい状態では，スマートフォンなどの

カメラのシャッタ速度が高速な値に設定されるため，光源として直射日光を用いることで，ユーザはカメラに特

定の設定や操作をすることなく投影された情報を撮影，取得できる．本稿では具体的なシステム実装方法と，ス

マートフォンに搭載されたカメラの特性の検討，提案システムの視認性に関する評価について報告する．  
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１．はじめに 

木漏れ日があると思わず入りたくなり，面白い影には自然

と目がとまるように，私達は太陽光を光源としてその光路にあ

る遮蔽物との関係で偶発的かつ動的に生じる光と影による自

然の映像表現にいつの時代も魅了されてきた．筆者はこの

太陽光を光源とする自然の映像表現を拡張することを目指し

ている．太陽光の表現拡張を試みる従来研究として，光の透

過/遮断パターンや反射タイミングを機械や遮蔽機構により

細かく制御して文字や絵などの情報提示を可能にする事例

がある[1][2][3].これは任意の光の空間パターンを提示できる

という意味で自然の光や影によるもの以上の映像表現を実

現している．一方でプロジェクタなどの人工的な光源を用い

た映像表現では，目に見える光の空間パターンとしての投影

像に加えて，光の点滅に焦点をあて肉眼で見えない速さの

光の時間点滅パターンも設計することで情報を多重化し，機

械にだけ読める/機械をかざした時だけ見える情報を重畳す

る技術も多数提案されている[4][5]. 

筆者らはこのような人工光源における投影像の中に人間

には見えない情報を埋め込む技術に着想を得て，太陽光に

おいても光の透過/遮断の時間パターンを制御することで，

肉眼では不可視だが機械をかざした時だけ見える/機械にだ

け見える光と影のパターンを重畳投影し，太陽光のパターン

を時間的・空間的に拡張できると考えた． 

そこで本研究では太陽光の透過/遮断の時間パターンを

制御するデバイスとして高速な開閉制御が可能な液晶シャッ

タに着目し，そのパターンを読み取る機械としてはスマートフ

ォンのカメラなど，特殊なものではなく誰でも持っているものを

用いる．液晶シャッタをマトリクス状に並べたものを直射日光

の光路上に置き，各液晶シャッタの状態を時分割して高速に

開閉駆動させることで時間的な透過/遮断パターンを投影す

る．肉眼の時間分解能はおよそ５０Hz と言われており[6]，こ

れより高速に時分割された透過/遮断の時間パターンは目の

時間分解能の限界よりも高速であれば，肉眼では一つの空

間的な透過/遮断パターンに見え，カメラでは肉眼の見え方

とは異なる時間的な透過/遮断パターンが見える．実際に提

案システムが駆動する様子を図１に示す． 

２．システム 

２．１．システム概要 

本システムは，マトリクス状に並べられた液晶シャッタの開

状態と閉状態を切り替えることで直射日光を空間的に分割し，

光の透過/遮断パターンを描き出す．また，液晶シャッタの高

速な開閉制御を行なうことで空間的な光のパターンを時間的

に分割し，人間の目には不可視な光の透過/遮断パターンを

つくりだす．本システムの概要を図 2 に示す．また，システム

の構成を図 3 に示す． 

図２．システム概要 

図３．システム構成 

図１．システムが駆動する様子．撮影すると重畳された

時間的な透過/遮断パターンがカメラ上で現れる 
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直射日光下のような照度の高い環境では，多くのスマート

フォン等のカメラは光量を制限するためにシャッタ速度が自

動的に高速になる．この時のシャッタ速度が CFF の値よりも

速くなるため，ユーザがカメラ側で特殊な操作・設定を行なう

こと無く時間的な透過/遮断パターンを撮影することが可能で

ある．また，本システムでは光源となる光は直射日光の平行

光であることが望ましい．曇りや，霧がかっているような状態

では，投影される影の輪郭が失われるため，システムを駆動

することが困難である． 

２．２．システム実装 

本システムは主に光源となる太陽，マトリクス状に並べられ

た 3×3 の液晶シャッタと，その駆動回路から構成される．液

晶シャッタはルートアール社製のアクティブシャッター方式

3D メガネ(RV-3DGBT2B)を分解し，内蔵された液晶シャッタ

を使用している．それぞれの液晶シャッタは電磁リレーを介し

て2つの矩形波発信回路に接続できるようになっている．2つ

の矩形波発信回路は Arduino と MOS-FET を用いた H ブリ

ッジ回路により任意の周波数と反転した位相を持った交流の

矩形波を生成する．時間的な透過/遮断パターンを投影する

ときは，この液晶シャッタの開閉周波数を CFF 値である 50Hz

よりも高速に制御する．液晶シャッタに印加する電圧波形を，

リレーを用いて切り替えることによって，任意の液晶シャッタご

とに開閉のタイミングを反転させた状態で駆動する．これによ

って動的に時間的な透過/遮断パターンを変更することがで

きる．また，カメラデバイスには，ユーザの手軽さを考えスマ

ートフォンを使用しているが，実際には高速にシャッタを切る

ことができるカメラであれば不可視な影を撮影することが可能

である． 

３．システム動作評価 

提案システムの動作確認のため，2 つの実験を行った． 

はじめに直射日光下におけるスマートフォンでの撮影時にシ

ャッタ速度が提案システムの液晶シャッタの開閉速度より高

速に設定されることを確認するための実験を行った．つぎに

液晶シャッタの開閉周波数の値によって，時間的に分割され

た不可視な透過/遮断パターンの視認性が撮影時にどのよう

に変わるかを確認する実験を行った． 

３．１．携帯端末におけるカメラ特性 

スマートフォン等のカメラデバイスでは絞り値が固定されて

いる場合が多く，その場合，空間の照度が高くなる直でのシ

ャッタ速度が人間の CFF 値よりも高速であれば，肉眼で認知

できないが撮影時にのみに時間分割された透過/遮断パタ

ーンを視認することができる．  そこで，日中の直射日光に

曝された空間において，カメラのシャッタ速度がどのように変

化するか検討を行った．直射日光が当たる時間帯（2017 年

12 月 16 日，10~14 時頃）に 1 時間刻みで直射日光に照らさ

れたホワイトボードを 1m 離れたところから撮影し，シャッタ速

度の変化を記録した．撮影には iPhone 6s（Apple Inc.）と

iPhone 7 Plus（Apple Inc.）の 2 台を使用し，撮影は東京都内

(35°42'21.0"N 139°42'23.6"E)の屋外で行った．天候は晴

れであった．時間帯とカメラのシャッタ速度を表したものを表 1

に示す． 

結果より，直射日光があたる時間帯ではカメラのシャッタ速

度が CFF 値，50Hz（1/50 秒）よりも十分に高速であることが

分かる．直射日光が当たっている時であればユーザはカメラ

の設定を操作することなく情報の取得が可能であることが確

認できた． 

３．２．液晶シャッタの開閉周波数とシステムの視認性 

液晶シャッタの開閉周波数の変化によって，提示されたパ

ターンがカメラ越しに視認できるかを評価した．液晶シャッタ

の開閉周波数を 50Hz〜200Hz の間で 10Hz 刻みに変化させ

撮影を行う．投影された影とカメラの距離は 1m とし，撮影は

iPhone 7 Plus（Apple Inc.）を使用した．設定は自動露出設定

で行った．実際に撮影された画像を図 4 に示す． 

結果より，周波数の低いところでは提示したパターンと同じ

ものを画像上で視認できる．しかし，周波数が高くなるにつれ

て提示したパターンを視認できなくなっている．これは液晶シ

ャッタの開閉周波数が高速になるほど撮影している時間内に，

液晶シャッタが切り替わる瞬間を撮影してしまう可能性が高ま

ることが原因であると考えられる．透過パターンと遮断パター

ンの両方の状態が重なったように撮影されてしまうと，肉眼と

同じように写り視認することが難しくなる．カメラのシャッタ速

度が高速であっても，液晶シャッタの開閉周波数はある程度

低いほうが望ましいことが確認できた． 
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時刻 
シャッタ速度[秒] 

iPhone 6s  
(ISO 25, F2.2) 

iPhone 7 Plus 
 (ISO 25, F1.8) 

10時 1/9615 1/14913 
11時 1/12821 1/19230 
12時 1/8119.5 1/19230 
13時 1/9340.5 1/19230 
14時 1/8120 1/13699 

図４．液晶シャッタの開閉周波数ごとの撮影画像 

表１．時刻とカメラのシャッタ速度 


