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展設と物理 
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物理の世界 

科学の道具としての 
「機器の知性」 

自然の資源を科学化する 
「数理モデルの振る舞い」 

原理・メカニズム 
「理性科学」 

展設の世界 

多種多様の情報資源を感知できる 
「実環境の知性」 

マルチの情報資源を駆使できる 
「人間の動作」 

視・聴・触・行為 
「感性科学」 

異分野融合により 
機器と人間が互いに「意味」を理解，「状態」を共有のような世界を創出 

 

ビジョン・夢 



展設と科学が出会うとき: 愛知万博日本庭園 
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LED光音声送信光源 

光音声受信端末 

産総研2005 

【展設】 人工造形 + 借景（景色を借りる） 

周りの環境との深い相互関係を大切して，
ありのままの自然景色を庭園に持ち込む 

【科学】 多言語光音声案内装置を配置 

光の放射パターンを制御することにより，
端末を持つ人々の位置を捕捉し，選択的
に情報を提供する 



展設と科学が出会うとき: 無線コントロールペンライト 
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【無線ペンライトの革新と進化】 自由に色などをコントロールできる次世代型ペンライト 

  無線通信を使い，光の光り型・色や点灯・点滅などを制御することによって，観客自身も
「演出に参加する楽しみ」をできるような仕組み―「光」で感動的な空間を演出 

東京ドーム公演の様子（2013） 代々木競技場公演の様子（2013） 



展設と科学が出会うとき: メディアアート 
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【メディアアート】 先端のテクノロジーを使った芸術 

• チームラボ： テクノロジー × 日本美術（超主観空間認識） 
絵を鑑賞しながら，絵の中の人物にもなりきれ，絵の中と外を
自由自在に行き来できる 
「展設」： グラフィックデザイナー，CGアニメーター，美術絵師 
「科学」： プログラマ，ロボットエンジニア，数学 
「展設＆科学」： 建築，Webデザイナー 

 
 

• ライゾマ：   テクノロジー × 人間性 
          人と都市の関係を表現する 



展設と科学が出会うとき: キーワード 
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キーワード： 「光」と「色」 



光と色：光とは 
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自然光 

発生光 

• 光っていうと，光っているイメージが
あるが，実に光は微小な素粒子が，
波のように揺れて太陽や電気など
の光源から目までやって来る物． 

 
• 光るだけではなく，物が見えたり，
色があったり，影ができるのは，全
部光のおかげだ． 

光波の数学記述 

光位相（形状） 

光波長（色） 
光振幅/強度（明暗） 

電磁波 

10-4 10-3 10-2 10-1  1   10   102  103  104  105  106  107  108 109~1014  

γ 線 ラジオ波 X線 マイクロ波 紫外線 赤外線 

波長 (nm) 

可視光：色として脳で認識 
 

380                       500               600         780nm 

自然光源 

人工光源 



光と色：色とは 
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• 光源からやってくる素粒子の波が，何かに反射や屈折して目に届くと
「見える」という状態になる．波の種類で色が分かるんだ． 

• もしも，光がなかったら，色も何も見えなくなってしまう． 

R 

G B 

光源から
照射光（素
粒子の波） 

物体から反射光 



光と色：光の３原色と色の３原色 
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色の３原色： 
シアン（C）・マゼンダ（M）・黄（Y） 

C 

Y M R 

G B 
黒 

Y+M=R 
C+Y=G 
M+C=B 

Y+C+M=B 

R 

G B 

M 

C 

Y 
白 

光の３原色：  
赤（R）・緑（G）・青（B） 

R+G=Y 
G+B=C 
B+R=M 

R+G+B=W 



光と色：目と太陽 
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波長 (nm) 

人間の目の感度が最高の光波長が，太陽光の強度がピークに

なっている波長によく一致している（500nm付近）ことは興味深い．

このことにより，太陽系内で進化してきた我々人間にとっては，

「光」が重要であることは間違いない 

規格化人間の目の視感度分布 

0.2 

0.4 

0.6 

0.8 

1 

280 380 480 580 680 780 880 980 

規格化太陽光強度分布 

波長 (nm) 



光現象を科学技術化により…光技術の作用 
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• 加熱作用：  光を集光させると物質を温める 

• 視力補助：  メガネ，レンズ，望遠鏡，顕微鏡 

• 化学作用：  現像など（紫外光ほど強い） 

• データ通信： 光ファイバー，光無線  

• 信号処理：  ホログラフィ，光演算 

• 精密測量：  光の干渉，回折，偏光による計測 

•  照明作用：  最も重要な作用 

       人類は自然から多くの照明可能の光源元素を開発することで闇を
征服し，自身の生存環境と活動範囲を拡張してきて，光の現象に
新鮮さと活力をもたらした． 



光現象を科学技術化により…照明のあゆみ 
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第４世代：LED（半導体素子発光） 可視光通信の重要光源 

400 500 600 700

550nm

450nm

 

( ) 400 500 600 700

520nm
620nm470nm

 

( )

第１世代：ロウソク 
（燃焼の加熱発光） 

第３世代：蛍光灯（電気の放電発光） 

400 600 800 1000

 

蛍光灯

第２世代：白熱電球（電気の加熱発光） 

400 600 800 1000

白熱光

第５世代： 
レーザー照明 



光現象を科学技術化により…光有線通信 
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【光ファイバー通信】 

• 1958年インド物理学者の ナリンダー・S・カパニーにより発明； 

• 電磁気の影響を受けず，高速信号が長距離に伝送出来るため，

デジタル通信を中心に多くの通信用途に使用されている； 

• 1本の光ファイバーの伝送能力は100Tbpsを越える程度； 

• 無中継での伝送距離では100kmのものが実用化されている 

入射された光が内部を伝わる様子 

by Wikipedia  



光現象を科学技術化により…光無線通信 
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【光電話（Photophone）】 
•  1880年米国科学者ベル（A.G.Bell）により発明 
•  発明の効果としては，通信可能の媒体が長波長の電波だけではなく，短波長の可
視光波も利用できることを示し，現代の可視光無線通信の基礎に． 

音声出力 

可視光無線送信装置 可視光無線受信装置 
約200m 

太陽光 

音声入力 

音声入力  
    ♪  

太陽光 

パラボラ鏡 

レンズ 

音声入力 
♪ 

反射ミラー 

レンズ 

センサー 

送受信光波 

反射ミラー 



光現象を科学技術化により…光無線通信 
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つづく  

【可視光ＬＡＮ（LiFi】 ＬＥＤ照明器具を用いた通信  
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