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発明の概要

手指を振りながら見つめている人にだけ，情報が
視認される情報表示方法および装置

1. 通常の観視状態では，提示される情報の存在
がわからないか，情報の内容がわからない．

2. 部分遮蔽物と2次元パターン点滅素子の間に
同期機構を持たない．

3. 復号動作を行うまで，提示される情報は復号
されない．観視者が情報を得たいときに復号
動作を行えばよい．
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発明の背景

1. ディスプレイに囲まれた生活に慣れている．
2. 電子看板（ディジタルサイネージ）を見ても
感激がない．

3. 高い設置コストに見合った場所で電力を
使う意義が求められている．
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従来の電子看板とその課題

電子看板（ディジタルサイネージ）市場は成長
市場と言われるが，普及期に入り，より多くの
人の視線を得て，注目を維持することに課題
がある．

電子看板を見る動機付けが必要であるが，現
状はコンテンツ依存であり，技術的に新しさ，
見る楽しさを与えることが求められている．
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発明の課題・目的

1. 表示画面に対して思わず画面を見たくなる，
もっと見続けたくなる表示を実現すること．

2. 不特定多数に対して
3. 特殊な道具やアプリを使わずに
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従来技術(a)
1. 手で隠した影の部分で情報が見える表示法
2. 専用ハードウェアを必要とする
3. 単一ユーザー向け

三木麻理子, 岩井大輔, 佐藤宏介, "ShadowDemultiplexer: 補色多重化偏光投影による実影のみで
アクセス可能な映像情報隠蔽," 情報処理学会, インタラクション2011論文集, pp.809-812, 2011.
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従来技術(b)
1. 復号用マスクを通した観察で秘密伝達する
表示法

2. 復号用マスクの配布が必要
3. プロモーションカード
などの配布を狙う．

特開2002-344719
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従来技術とその問題点

見る楽しさを提供する方法として透かし情報を
復号するディスプレイ技術が提案されている．

既に実用化されているものには、(a) 手で隠し
た部分で情報が見える表示法や，(b) 復号用マ
スクを通した観察で秘密を伝達する表示法等が
あるが，

(a) 単一ユーザーにしか利用できないこと
(b) 復号装置を配布する必要があること

等の問題があり，広く利用されるまでには至っ
ていない．
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発明の内容
目の前で 手を振りながら見ると

秘密メッセージが見えてくるディスプレイ

通称「バイバイ暗号」
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発明のポイント

1. 視細胞の発火が追いつかないほど超高速に
画像を切り替え．

a. 高輝度表示を利用して遮蔽部に残像を見せる．
2. 特殊な道具無しに復号可能．

a. 不特定多数を対象にできる．
3. 手指を動かして観察すれば部分的な輪郭は
見えるが，全体がすぐには見えない．

a. 隣で手を振る動作→自分も試したくなる
b. 見えたときに喜び
c. もっとうまく見ようと長時間観察
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JPO

JPO

JPO

JPO

第１画像 第２画像

掩蔽

途中に輪郭を
目立たなくさせ
るフレーム挿入
が効果的．

発明の原理（掩蔽方法）



発明の原理（復号方法）

本発明による
表示装置
本発明による
表示装置
本発明による
表示装置

手指を振って
復号

眼
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発明のデモ

60fpsでカメラのレンズ
の前に手を振りながら
撮影したビデオの画像

1200fpsで撮影した
ビデオの画像

不完全な復号結果をじっくり見ていると
視覚的につながれた輪郭が見えてきて
メッセージが認識される．
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発明のデモ

60fpsでカメラのレンズの前に手を振りながら撮影したビデオの画像．

60fpsで撮影したビデオの画像 1200fpsで撮影したビデオの画像
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発明のデモ（動画）

復号中のフレームは不完全な映像の連続

指振りなし 指振りあり 1200pfs撮影
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自然画像への埋め込み

１２００ｆｐｓ撮影
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カラーシーケンシャル掩蔽化
通常観察 手振り復号
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カメラ撮影による復号
通常観察 カメラ撮影

1/80秒 1/100秒 1/250秒

カメラ撮影による復号確率を上げるための表示シーケンスの工夫
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新技術の特徴・従来技術との比較

1. 従来技術では限定されたユーザーに対して
しか提示できなかった透かし表示を不特定
多数向けに改良することに成功した。

2. 従来は専用ハードウェアを用いるために実
質的には屋内での使用に限られていたが，
高輝度LEDを用いることで多くの屋外電子
看板での利用が可能になった．

3. 本技術の適用により，既存ハードウェアをそ
のまま用いながら，映像の表示方法を変え
るだけで，新しい機能を提供できる．
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想定される用途

1. 本技術の特徴を生かすためには，遊び心を
持った情報表示が受け入れられるイベント
での試行が期待される．

2. テーマパークやスポーツイベントでの待ち時
間に来客に対して，各種案内を行う画面を
提示しながら，同時に復号する楽しいにより，
飽きさせないような演出が可能になる．

3. 「脱出ゲーム」と言われる体験施設において，
簡単な暗号としてすぐに利用可能である．
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サイネージ機能付き照明への応用

手指を振って
復号

眼

知覚されるパターン

本発明による表
示方法を

照明に利用する
場合
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バックライトへの応用

表に液晶などの透過素子
LEDバックライトに
本発明を用いると
・手指を振って透かしが見える．
・表示画面とは独立した透かし表示ができる．

本発明による
表示装置JPO 手指を振って

復号

眼
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実用化に向けた課題

1. 低フレームレート表示においては，顔を動か
すだけで復号されるが，フレームレートを
960Hzに向上することで，顔の動き程度で
は復号できないことを確認済み．

2. さらに，スマートフォンなどのディジタルビデ
オカメラを向けるだけで簡単に復号できる表
示法についても成功している．

3. 用途に応じて暗号化のフレームレートを最
適化できる可能性がある．
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サイネージ向け応用例

1. 広告へのクーポンコード埋め込み．
a. 多くの電子広告が存在する中で，観視者の視
聴時間を長くするために，復号動作を組み合
わせた情報提示で注目を集める．

b. 広告画面の一部にのみ情報を潜在化させてお
けば，秘密探しのために視聴時間を増やす効
果が期待される．

c. 広告を注意して見た人にだけクーポンコードを
伝達可能．
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サイネージ向け応用例

2. クイズの答えをほしい人にだけ伝える．（サ
イネージ，TV）

a. 電光掲示板のような電子画面上にクイズと答
えを表示する場合，人によって答えを見たくな
るまでの時間が異なることが課題である．

b. 早めに提示しても時間がかかっても視聴者の
関心を失ってしまう問題を生じた．

c. 本発明によれば，答えを見たい人が見たいと
きに答えを復号できるような表示を不特定多数
向けに実現できる．
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照明・バックライトへの応用例

1. 通常の照明のように見えるが，手振りを行う
と情報が表示される

a. 階数の表示
b. 非常口やトイレの向き

2. ディジタルサイネージ向けの液晶ディスプレ
イのLEDバックライトに利用

a. 映像を流しておきながら，バイバイ動作で追加
情報を見たい人にだけ提示できる．

b. カメラ復号機能を用いて，QRコード表示が可能
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企業への期待

1. 未解決のフレームレートの最適化について
は，実施用途向けの表示画像とユーザビリ
ティテストにより決定できると考えている．

2. 今や高輝度LEDパネルは平米単価数十万
円程度であり，本技術はLEDメーカーでなく
とも利用可能である．

3. 新しいディスプレイ技術に興味を持つ企業と
の共同研究を希望．
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本技術に関する知的財産権

• 発明の名称 ：情報提供方法および
情報提供装置

• 出願番号 ：特願2013-503382
• 出願人 ：徳島大学（宇都宮大学に譲渡）
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お問い合わせ先

宇都宮大学 地域共生研究開発センター

産学連携・知的財産部門 野本 義弘

ＴＥＬ 028-689-6316

ＦＡＸ 028-689-6320

e-mail chiiki＠miya.jm.utsunomiya-u.ac.jp


