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研究分野と参照関係からたどる文献可視化インタフェース
中澤 里奈

伊藤 貴之

斎藤 隆文∗

概要. 研究を進めていく上で，論文サーベイは非常に重要である．しかし，初学者は検索する上で適切な
キーワードを全て知っているわけではないため，検索エンジンを用いた方法では，検索ワードによっては見
落としがおこる可能性がある．一方で，より視覚的に参照関係をたどりながら文献を調査する方法の一つと
して，文献の参照関係の可視化の研究が数多く行われてきた．これらの研究では，文献をノードとして時系
列に並べ，参照関係をエッジとしたグラフによって，参照関係の構造を表現している．このような手法は，
研究分野をまたいだ複雑な接続関係が視認しづらく，参考文献をたどっていくにはやや不向きである．そこ
で本報告では，研究分野と参照関係からたどる論文探し支援のための参照関係可視化手法を提案する．提
案手法では，文献の内容をもとに文献を分類し，これらの分類と参照関係にもとに，可視化手法 FRUITS
Net を用いて文献の配置を決定，エッジバンドリングを用いて参照関係情報の要約可視化を行う．これによ
り，分野間の参照関係をより簡単に把握することで文献調査を支援できるのではないかと考える．

1

研究背景

2

研究を進めていく際の文献調査は非常に重要な
要素である．調査方法としては，検索エンジンを用
いたり，既に読んでいる論文の参考文献をたどって
いったりするといった方法がある．しかし，研究を
始めたばかりの学生は検索のための適切なキーワー
ドを全て知っているわけではないため，検索エンジ
ンによる方法では，検索ワードによって見落としが
おこってしまう上に，論文同士の関係を見いだすこ
とができない．一方で，参考文献をたどることで視
覚的に文献を調査する方法の一つとして，文献の参
照関係の可視化の研究が数多く行われてきた [1] [2]．
これらの研究では，各文献をノードとして時系列に
並べ，参照関係をエッジとしたグラフによって，参
照関係の構造を表現している．このような手法では，
研究分野をまたいだ複雑な参照関係をグラフとして
描画すると，非常に多くのエッジ間の交差が生じて
視認性に悪影響をおよぼす．そこで本報告では，研
究分野と参照関係からの文献探しに適した参照関係
可視化手法を提案する．本手法では，文献の内容で
クラスタリングされた参照関係グラフを描画し，ク
ラスタ間の参照が多い場合にはエッジバンドリング
を施す．この時，敢えて時系列順に並べないことで
クラスタ間の参照関係の太さを視認しやすくする．
これにより，一つのキーワードに関係ある論文が複
数の分野にわたっている時に，それらを見逃さずに
網羅的に発見でき，その全体的な構図も理解しやす
くなると考えられる．
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提案手法

文献のカテゴリ分類

本手法では，文献の内容から文献を研究の分野
別にカテゴリ分類するために，今回は一例として
潜在的ディリクレ配分法（LDA: Latent Dirichlet
Allocation）[4] を用いた．LDA は，一つの文書に
対して複数のトピックの存在を想定した，文書生成
過程の確率的なトピックモデルである．LDA で推定
されるトピックを一つの研究分野と見なし，各文献
がどのような研究分野に属するかを分類する．LDA
において，トピック数は予め決めておく値であるた
め，今回はトピック数を 10 とした．

2.2

参照関係の要約可視化

続いて，LDA を用いて推定したカテゴリ分類を
もとに，FRUITS Net[3] の配置アルゴリズムを用
いることでノードの配置を決定する．これにより，
参照関係がある文献同士を近く，同じ研究分野に属
する文献同士を近く配置し，ノード同士の重なりを
回避しつつ，画面配置占有面積を低減することがで
きる．ノードの大きさはその文献の被引用数に比例
する．その上で，エッジの視認性を向上するために
エッジバンドリングを施すことで，大量の線情報を
束ね，要約する．エッジを束ねる本数はユーザが閾
値をスライダによって設定することができる．カテ
ゴリ分類によってできた文献クラスタ間のエッジ本
数を計算し，それが閾値以上であるならば，本数に
比例させた太線を束として描く．閾値に満たない場
合はエッジをそのまま描画する．
ユーザインタフェース上での描画と操作

図 1 は，本ユーザインタフェースにおける表示
画面例である．ユーザは操作パネル上の (1)(3) で
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読み進めていけばいいということがわかる．従って，
本インタフェースを利用することで関係ありそうな
論文を研究分野と参照関係から整理して，どの論文
群から先に読むかを選択できるのではないかと考え
られる．

図 1. インタフェース表示画面例

可視化結果の拡大縮小や平行移動操作，エッジバン
ドリング適用の有無，その閾値の設定を行うことが
できる．また，各文献であるノードをクリックする
と，その文献のタイトルや発行年，アブストラクト
などの詳細情報を表示する．同時に，クリックされ
たノードが持つエッジと，それに接続するノードが
持つエッジの二世代分の参照関係をハイライト表示
する．このエッジのハイライトは 2 つのノードにつ
いて同時に適用可能であり，これによって両ノード
の接続関係を比較することができる．一方，最初に
注目すべき文献を探すことは初学者にとっては容易
ではない．そこでユーザは大まかな研究分野かキー
ワードを利用することで，画面上に表示させる文献
をフィルタリングすることができる．自分の興味の
ある研究分野カテゴリを操作パネル上のボタンから
選択した場合，選択した研究分野のみと分類された
文献群をウィンドウ中央部に拡大表示される．また，
(2) にキーワードを入力すると，入力された語がタイ
トル中に含まれている文献ノードのみが表示される．

3

実行結果

使用した文献データは 1990 から 94 年，2000 から
2010 年までに SIGGRAPH で発表された論文 1072
本である．例として，ユーザが写真や動画の処理関
連の研究の文献を調査したい場合を考える．写真，
動画関連の研究分野カテゴリを選択すると，表示結
果は図 2 のようになる．図 2 の (A) が写真，動画
の処理関連の分野であり，(A) に接続する束を追っ
ていくと，(A) には (B) と (C) のどちらかと参照関
係を持つ文献が多く存在するということがわかる．
(B) は画像処理関連のクラスタ，(C) は大域照明，光
反射や光拡散モデルなどと写真や動画の処理が組合
わさったクラスタである．この結果から，写真や動
画の処理に関する文献を探したい場合，優先して探
したい内容がどちらかというと (B) の画像処理技術
に関連寄りなのか (C) のライティング関連寄りなの
かによって，その分野と接続している文献から先に
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図 2. カテゴリ選択時の表示結果

4

まとめと今後の課題

本報告では分野間の繋がりを考慮した文献参照
関係の可視化インタフェースを提案した．本手法に
よって，研究分野と参照関係から関連のありそうな
文献を整理し，優先的に読むべき文献を選ぶことが
できるようになるのではないかと考えられる．現在
はエッジの方向性を考慮した描画を行っていないた
め，今後はエッジの方向性を表現したエッジバンド
リングと可視化を行っていく．さらに，今回手動で
決定していたトピック数の推定や GUI 機能の拡充，
評価実験なども進めていきたい．
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「へやくる！」だらだらと賃貸物件情報をみることについて
大坪 五郎∗
概要. 従来の情報検索インタフェースは，
「ユーザは詳細な条件を入力しそれに対する正確な回答を期待す
る」という前提に基づくものが多かった．しかしながら，日常的に行う検索においてはユーザがそもそも何
を入力すれば良いのかのイメージを持っていない場合も多い．不動産情報の検索はそのような性質を持って
いるという想定の元，まずユーザに情報を提示し，そこから気が向くままに条件を加え，変更，削除しても
らうことを目的とした iPad アプリ「へやくる！」を開発した．既存の不動産情報検索アプリと比較し，一
つの条件を設定するのに必要な手順が劇的に削減されており，ユーザは不動産情報について学びつつ様々な
探索を試みることができる．

はじめに

1

従来の情報検索インタフェースは，ある程度自分
が何を探そうとしているかユーザが把握しているこ
とを前提とし，設定された詳細な条件に対して正確
な結果を返すことを目標としたものが多かった．し
かしながら，問題領域によってはユーザが自分が何
を探そうとしているか明確に自覚しているとは限ら
ない．筆者が開発した Gards[3] では「毎日のお昼
に何を食べるか選択する」という極めて曖昧な問題
意識の元では，とにかくユーザに情報を提示し，そ
の後のフィードバックを受け付け，それに対した情
報を素早く提示することでユーザが当初想定もして
いなかった「回答」に辿り着けることを示した．筆
者が現在勤務している企業は HOME’S[1] という不
動産情報検索サイトを運営している．自分が住む場
所の選択というのは極めて重要な判断であるが，一
生のうちに何度も行うものではなく普段は関心も薄
い．その結果としてユーザは「自分が住みたいのは
どのような物件か」
「どのような物件に住めるのか」
「そもそも条件として何が設定できるのか」といっ
た問題に対して明確なイメージを持たずに検索を行
うこともあると考えられる．そのため Gards と共通
するコンセプトに基づく検索インタフェースを提供
することも有効ではないか，という仮説の元 iPad
アプリ「へやくる！」を開発した．

「へやくる！」について

2
2.1

コンセプト

前記の考察に基づくと，目指すべきユーザインタ
ラクションの特性が明らかになる．すなわちユーザ
はどのような物件情報がそもそも存在しているのか，
あるいはどのような検索条件が設定可能であり，そ
れが何を意味するのかについて十分な知識を持って
∗
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いないと想定する．このような場合には情報検索イ
ンタフェースはモードレス [4] なインタラクション
で操作できることが必要であると考えた．すなわち
ユーザが自分の意思を反映させようとした際に，一
連の手続きを強いる-すなわち特定の「モード」に入
らせる-のではなく，興味，気分が赴くまま自由に最
短手順での条件変更を可能とし，かつその結果をす
ぐに返す．これによりユーザは条件を設定すること
が，どのような意味を持つのか学びつつ物件情報を
探索することができると考えられる．
このような特性を考慮し設計した「へやくる！」
の画面イメージを図 1 に示す．このアプリでは，起
動した瞬間から基本的に画面右側に物件情報が表示
され続ける．ユーザはそれに対して，左側に並んで
いるアイコンをドラッグ・アンド・ドロップするこ
とで条件設定/解除を自由に行うことができる．多
くの検索条件は最長２タップで設定，変更すること
が可能であり，変更後は即座に結果が変更される．
ユーザが興味をもった物件がでてきた場合には，そ
の上をタップすることで詳細情報を閲覧することが
できる．

2.2

実装

「へやくる！」は iPad 上のアプリケーションと
して実装されている．検索条件を指定した際のソー
トアルゴリズムは，HOME’S サイトと異なる独自
の物を用いているため，サーバー側に専用モジュー
ルを追加している．

2.3

評価

「へやくる！」は商用サービスとしてリリースす
るため，ユーザビリティテストを行い要改善点を洗
い出しその結果を仕様に反映させた．また目標とし
た「モードレスさ」について，他社製不動産情報検
索用 iPad アプリとの比較を行った．その結果，他社
製 iPad アプリでは一つの条件項目を設定，もしく

WISS 2013

図 1. へやくる！の画面

は変更するのに要する操作数は平均 4.3 であるのに
対し，
「へやくる！」では平均 1.7 であることが確認で
きた．このようにユーザが自分の意図を検索結果に
反映させるために必要な操作数が少ないので，それ
だけユーザは思いつきを簡単に検索結果に反映させ
ることができる．またインタフェースデザインには，
開発とほぼ同時期に発表された iOS7 の新しいデザ
インコンセプトを反映している．アプリの主役はあ
くまでも物件情報（コンテンツ）であり，それ以外
の不要な要素は極力排除し，画面デザインの面から
も物件情報とユーザ間の距離を縮める事を狙ってい
る．そうしたデザイン方針を徹底した結果，iOS7 全
体のデザイン思想と合致した簡素で美しい画面デザ
インが実現できた．

3

関連研究

検索結果に対して，ユーザが能動的に自分の意
図を反映させていく，という点では山本，中村らの
Rerank-By-Example[2] がある．一度でユーザが意
図する検索結果を得ることを期待せず，積極的にそ
の意思を反映させることで望む結果にたどり着くこ
とを目指している点が「へやくる！」と共通する．

4

まとめと今後の予定

「へやくる！」は現状細かい条件設定が必須となっ
ている不動産情報検索に「モードレスさ」を持込み，
ユーザがより気ままに閲覧できることを可能とした
試みである．
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今後実際に使用されたログデータを蓄積し，我々
の狙いがどの程度成功を収めたか．また今後どのよ
うな方向に進むべきかについて検討する予定である．
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肌マイクロスコープを用いた肌微細構造パラメータの診断
番場 文枝

猪股 真美

伊藤 貴之

豊田 成人

大高 瞳

笹本 裕美

概要
化粧品にはその様々な質感により肌を美しく演出する効果がある．肌の印象の違いは肌表面形状に
起因しており，その効果を把握するために肌の微細構造と質感印象評価の関係を調べる必要がある．本報告
では，肌マイクロスコープという専用カメラで撮影した肌の実写画像から肌微細構造パラメータを診断す
る一手法を示す．本手法では実写画像に対し二値化処理を適用し，続いてテンプレートマッチングに類似し
た手法で黒領域を探索することで，毛穴半径・皮溝幅・皮溝角度依存性を診断する．

はじめに

肌微細構造パラメータの診断

化粧品は女性にとって不可欠な商品であり，今日
では多くの商品が販売されている．肌の質感印象と
肌の表面形状の関係性を調べることはメーキャップ
化粧品の効果を知る上でとても重要とされている．
しかし，現在の印象評価では実際のモデルに化粧品
を塗布して撮影した写真を使った伝達方法が主であ
る．この方法では多くのバリエーションを再現する
のはコストがかかるとともに，工学的な変化に大き
な影響がある肌微細形状の要因は考慮されにくい．
）
そこで我々は，コンピュータグラフィクス（
を用いて微細形状を考慮した肌を生成し，肌の微細
構造の違いによる肌質感変化のシミュレーションシ
の開発に取り組んでいる．
画像の採
ステム
用によって，従来よりも多彩な肌の印象評価が可能
になると考えられる．本報告では上述の我々の研究
のうち，肌撮影専用カメラの一種である肌マイクロ
スコープ（図 参照）で撮影した実写画像から，微
細構造に関する数値を測定する手法を提案する．現
時点での我々の実装では，まず肌の撮影画像を二値
化して，続いてテンプレートマッチングに類似した
手法で黒領域を検出し，これを毛穴や皮溝と判断す
る．以上の処理によって検出された毛穴や皮溝から，
毛穴半径・皮溝幅・皮溝角度依存性に関する測定値
のヒストグラムを生成する．

本報告で提案する肌微細構造パラメータの診断手
法は，実写画像を二値化した画像から円形領域を検
出する，という単純な処理に基づいている．
二値化
まず入力画像に適応的二値化処理を適用する．各
座標における
値の総和が閾値以上の場合は
黒画素に，さもなければ白画素に変換する．現時点
では我々の経験に基づいて閾値を固定しているが，
将来的には判別分析などの諸手法を適用して動的に
閾値を設定できるようにしたい．
毛穴検出
続いて，二値化後の白黒画像に対して円形の黒領
域を検出し，これを毛穴とみなす．ここでは図 左
に示すように，円形の黒領域をテンプレートとして，
テンプレートマッチングに類似した以下の手法で円
形の黒領域を探索する．
円領域 直径
を画像内の全ての領域に走
査させて，各位置において以下を実行する．
円領域内部における黒画素数を集計する．
円内部における黒画素数が閾値以上であ
れば，その円を毛穴と判別し，中心座標
と円直径を記録する．
毛穴と判別された円内部の黒画素を白画
素に変換する．この変換は毛穴位置を除
いた皮溝検出のために必要である．
直径

として

に戻る．

円の大きさがユーザ指定の最小値になるまで
と を繰り返す．
図

肌マイクロスコープ．

以上により，各毛穴の中心座標，直径を記録する．
皮溝検出

お茶の水女子大学

続いて，毛穴以外の画素において細く伸びる黒領
域を検出し，これを皮溝とみなす．ここでは図 右

資生堂リサーチセンター
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に示すように， 方向の黒い線分のいずれかを引い
た円をテンプレートとして，テンプレートマッチン
グに類似した以下の手法で細長い黒領域を探索する．
テンプレートを画像内の全ての領域に走査さ
せて，各位置において以下を実行する．
テンプレートに引かれた黒い線分上にお
ける黒画素数を集計する．
黒画素数が閾値以下であれば，その領域
は皮溝ではないと判別し， に戻る．
さもなければ，その領域は皮溝であると
判別する．テンプレートの平行移動によ
って皮溝の太さを推定し，テンプレート
の中心座標，およびテンプレート上の線
分の角度とともに記録する．
種類のテンプレート全てに

また， 枚とも毛穴の位置，毛穴の大きさ，皮溝の
位置を概ね捉えられている．
続いて，検出された皮溝を角度別皮溝数で集計し，
ヒストグラム化したものを図 に示す．横軸は
種類の角度，縦軸はその角度における皮溝数を表し
ている．乾燥肌では単峰性の分布，つまり特定の一
方向の皮溝が極端に多いことを表しており，乾燥肌
の典型的な特徴が読み取れる．健康な肌，毛穴の目
立つ肌では乾燥肌に比べ多峰性の分布を持ち，皮溝
が流れていないことがわかる．
今後の課題として，実写画像から読み取れない立
体的なパラメータの推定手法の確立や，リアルタイ
実装等があげられる．
ム処理を実現するための

を適用する．

以上の処理により，各皮溝の中心座標，角度，太さ
を記録する．
!"#$%&$'$(')"*

!"#$

!"#$
%&##"'

•!"#$%&'$%()*(+,-*%&$./,-&$
•0"+1&%&'$%1+.2$*%"3%2,-(4%/)5$,6%
)16)7$%&'$%&$./,-&$%-&%$-('%/"6)&)"1

図

+,##"-%&$'$(')"*

%&##"'

図

実写画像と検出結果． 左 健康な肌． 中 毛穴の
目立つ肌． 右 乾燥肌．

図

角度別皮溝数のヒストグラム． 左 健康な肌． 中
毛穴の目立つ肌． 右 乾燥肌．

•!"#$%&'$%()*(+,-*%&$./,-&$
•8"&-&$%&'$%6$9.$1&%)1%&'$%&$./,-&$
•0"+1&%&'$%1+.2$*%"3%2,-(4%/)5$,6%
"1%&'$%6$9.$1&%-&%$-('%/"6)&)"1

左 毛穴検出． 右 皮溝検出．

実行例
本報告では，実写画像として代表的な特徴を持つ
肌の実写画像サンプル 枚を入力として実験結果を
生成した結果を示す．
健康な肌 特徴として，皮溝から生成される三角形
が正三角形に近い形をしており均一であるこ
とが挙げられる．
乾燥肌 皮溝が一方向へ流れるため三角形を生成で
きていない場合が多い．
毛穴が目立つ肌 各々の毛穴の直径が広い．
上述のサンプル画像 枚に対して毛穴と皮溝を検
出した結果を図 に示す．毛穴を水色で，皮溝をピ
ンクで色分けしてある．乾燥した肌では毛穴が少な
く皮溝も一方向に流れている様子が検出できている．
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多様性と類似性を重視したアパレル商品閲覧システム
小池 恵里子

伊藤 貴之∗

概要. 現実の買い物では様々な商品を見て回る人は多く，特に女性にその傾向が強く見られる．本研究で
は，そのような買物に関する心理に着目し，効果的に商品を閲覧できるシステムを提案し，アパレル商品を
例にした実装を示す．本手法では，キーワードの組み合わせに沿ってアイコンを生成し，対話型進化計算を
用いた推薦アルゴリズムによって多様に選ばれたアイコンを表示することで様々な商品の閲覧を可能にす
る．一方でアイコンクリック時には画面を切り替え，アイコンに対応する類似商品を表示し比較しやすい商
品提示を行う．このような，多様性と類似性に着目した商品提示を行うことで，現実のウィンドウショッピ
ングのように演出を行い，効果的な買物行動を支援する．

1

はじめに

現実の店舗では，ウィンドウショッピングという
名前にある通り，買い物時に様々な商品を見て回る
人は多い．特に女性にその傾向が強く見られ，原因
として「要求が曖昧．
」
「好きなもの以外にも注意が引
かれやすい．
」
「細かいデザインにこだわりたい．
」な
どがあげられる [1]．しかし，多くのサイトの検索シ
ステムはユーザが積極的にクエリを発する能動的検
索になるため，要求が曖昧である場合には，クエリ
をつくる過程で精神的ストレスが生じることがある．
例えば，ユーザは「かわいいセータが欲しい」とい
う曖昧な要求をもっていたとする．この時，ユーザ
は”セータ”というクエリをシステムに発行するが，
検索結果の商品件数が多いと，ユーザは商品の件数
を減らすために自分の曖昧な要求を明確化して，ク
エリを書き換えなければいけない．また，発したク
エリに何件の商品が検索されるか，ユーザは事前に
知ることができないため，”該当する商品が無い”と
いう最悪の状態も起こりうる．さらに，検索結果か
らその都度判断してクエリの修正を行うため，クエ
リ書き換え回数が過多になりやすい．その上，商品
件数を絞って閲覧した後も”他の商品を見たい・気に
入るデザインがなかった”というようなことから，検
索は引き続き行われる．結果としてユーザ自身がか
なり積極的になってクエリ修正を行わないと，様々
な商品を閲覧することはできないということが起こ
る．これを解決するための一手段として，受動的に
様々な商品を見ることができる商品閲覧システムを
提案し，アパレル商品を例にした実装を示す．

2

3

研究概要

本研究では，開発者が用意したキーワードを各商
品に付与し，そのキーワードを検索時に参照する．
また，前処理としてキーワードそれぞれにデザイン
を用意し，キーワードの組み合わせを列挙して合成
したアイコンを生成する．図 1 は商品の種別（T シャ
ツ），色（赤），柄（ドット）のデザイン画像の合
成によってアイコン画像を生成した例である．

要件定義

現実の買物では要求が漠然としていても目線を遠
くにすれば多様な種類の商品が目に入り，そこから
∗

気になる商品に近づいて詳しく見ることができる．
また，多くの店舗ではカテゴリ別（T シャツなど）
・
系統別（モード系など）というように類似した商品
ごとに並べられ，近くで気になる商品を閲覧する際
は，それらを細かく比較しながら自分の好みの商品
を選ぶことができる．このような「遠くから見て多
様な商品群を見る」と「近くから見て類似した商品
を見る」という行為を繰り返すことによって「要求
が曖昧でも様々なものを沢山見てみたい」という無
意識な欲求を満たすことが可能である．このような
現実の買物行動の観察から，以下の要件を満たすシ
ステムを提案する．
要件 1: 曖昧な要求に対しても満足できる買物がで
きるように，明確なクエリを必要としない．
要件 2: 様々なものに興味を引けるように，ユーザ
の嗜好に沿いつつも多様な商品群の提示を反復的に
行う．
要件 3: 比較しやすいように商品を類似品ごとに分
類する．

図 1. アイコン生成の例

Copyright is held by the author(s).
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【Step1】種アイコン集合 C を空にする．表示アイ
コン群 A を空にし，A が m 個となるように優先ア
イコン群 S から順に追加する．
【Step2】表示アイコン群 A を表示する．
【Step3】Rocchio のアルゴリズム [3] に用いられる
フィードバック算出式に類似した以下の式を利用し
q!i を更新する．
Di+ ：i 回目にお気に入りに入れた商品の集合
Di− ：i 回目に削除した商品の集合

本研究は商品の多様性と類似性を考慮するためにア
イコン画面と商品画面の２種類の画面にわける．図
2 にその表示例を示す． アイコン画面では Search

!qi = !qi−1 +
図 2. 左：アイコン画面

d!+ ∈Di+

右：商品画面

ボタンをクリックする毎に推薦アルゴリズムによっ
て多様に選ばれたアイコンが表示することで要件１
と要件２を満たす．また，アイコンのクリック操作
で商品画面に切り替わり，アイコンが示すキーワー
ド群と同じキーワードを有する商品を表示すること
で要件３を満たす．

3.1

d!+ −

!

d!− ∈Di−

d!−

(A)

【Step4】ユーザが「お気に入り」に入れた商品の
多いアイコンを，種アイコン集合 C に登録する．
【Step5】各々の種アイコン c ∈ C に対して以下の
処理を実行する．

1. 種アイコン集合に属するアイコン c について，
2.
3.

アイコン画面の可視化

本手法では可視化手法 FRUITSNet[2] のアルゴリ
ズムをベースにして，類似したクエリをアイコン画
面上で近くに配置することにより，検索結果の全体
的分布を直感的に表現する．FRUITSNet では関連
性のあるアイコン間をエッジで連結したネットワー
ク構造に対して，以下の条件を満たす一覧性の高い
画面配置を実現する．
[配置条件１] 画像間の重なりの回避．
[配置条件２] 画像群の配置占領面積の低減．
[配置条件３] 関連性の高い画像群を近くに配置．

4.
5.
6.

4
3.2

!

推薦アルゴリズム

本節では要件２を満たすために，以下の対話的進
化計算アルゴリズムを導入している．
n: システムが用意するキーワード数
m: システムが一度に表示するアイコン数
d! = {d1 , ..., dn }: 各商品について，各キーワードの
付与の有無を表すベクトル．
!q = {q1 , ..., qn }: ユーザの嗜好に関する各キーワー
ドの重みを示すベクトル．Search ボタンを i 回押し
た時点での !
q の値を q!i とする．
A：現在表示されている x 個のアイコンの集合．
S ：システムが優先的に表示するアイコンの集合．
データ構造にキューを持つ．
C ：種アイコンの集合．
この処理手順のうち Step1〜Step6 は，ユーザが Search
ボタンを押すたびに実行されるものとする．
【Step0】ユーザの嗜好ベクトル q!0 と優先アイコン
集合 S を初期化する.
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ユーザの嗜好ベクトルからルーレットを用意
する．
ルーレットから y 番目のキーワードを選ぶ．
種アイコン c にて dx = 1 であるキーワード
のうち，y 番目のキーワードと排他的に出現
すべき z 番目のキーワードについて dy = 0，
dz = 1 としたベクトル d に対応するアイコン
を，派生アイコン集合に登録する．このとき
派生アイコンは i 回までに使用したアイコン
と重複が無いように選択する．
この派生アイコンを，優先アイコン群 S に追
加する．
2.〜4. を，派生アイコンの個数だけ反復する．
1.〜5. を，種アイコンの個数だけ反復する．

まとめと今後の課題

本報告ではウィンドウショッピングのような買物
行動を考慮した検索支援システムを提案し，アパレ
ル商品を例とした実装を示した．今後はユーザテス
トを行い，UI と推薦アルゴリズムの改善を行なって
いきたい．
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for Visualizing Multiple-Category Graphs, IEEE
Pacific Visualization Symposium(2009),121-128.
[3] G. Saltom, The SMART retrieval system - experiments in automatic document processing,
Prentice-Hall, 1971.
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倍音分析によるいい声作りの支援アプリに向けて
菅原 衣織

伊藤 貴之∗

概要. なぜこの人の演説は記憶に残るのか．なぜあの人の歌は心に響くのか．言葉やテクニックだけでは
伝わらないこの熱い想い，それを伝えてくれるのが声色である．声色の表現次第でいい印象を与えること
も悪い印象を与えることもできる．では，いい印象を与える声とはどんな声であるのか．我々は必要とされ
る声の印象は用途や状況によって変化するものであると考えた．そこで，本研究では倍音に着目し音声を分
析し，倍音が与える印象に基づいて声の傾向を視覚化し提示することで，ユーザが自発的に各々の目指す声
に近づけるような支援システムの開発を目標にしている．

はじめに

1
1.1

日常生活での声の役割

私たちが生活する上で切っても切り離せないコ
ミュニケーション．そのコミュニケーションを円滑
にし，私たちの人柄をことば以上に伝えてくれるの
が，声である．明るく明瞭な声で話している人には
いい印象を受けることが多く，逆にぼそぼそとはっ
きりしない声で話す人には好印象を受け難いことが
多い．また，メラビアンの法則 [1] として従来から
知られているように，コミュニケーションにおいて
人の行動が他人にどのように影響を及ぼすかという
実験では，言語情報が 7 ％，聴覚情報が 38 ％，視
覚情報が 55 ％を占めるという考え方がある．この
ように，声の印象が自己の評価に与える影響は少な
くない．

1.2

告では「整数次倍音」と呼び，基音に対して非整数
倍の周波数を持つ音の成分を「非整数次倍音」と呼
ぶ．図 1 は整数次倍音が大きく含まれる声，図 2 は
非整数次倍音が大きく含まれる声に対して，横軸を
周波数，縦軸を音量として周波数分布を示したもの
である．尺八奏者の中村は著書 [2] の中で，整数次
倍音が強いとカリスマ性や明朗性，豊かさが印象付
けられ，非整数次倍音が強いと情緒や親密感が印象
付けられると述べている．本研究ではこれらの特徴
を分析することで声色の印象を評価する．また本報
告ではこれ以降，非整数次倍音を含む広義の倍音を
「倍音」と称する．

本研究におけるいい声

本研究では，声の印象，つまり声色の観点から「い
い声」を追求し，これを支援するシステムの作成を
目標にした．一般的に「いい声」と判断するために
は，滑舌や話の速度，声の大きさなどいくつかの要
素が複雑に絡んでくると考えられる．しかし，滑舌
は早口言葉の練習を積むことで良くなり，声の大き
さは拡声器を使うことで補正が可能であるように，
いくつかの要素は既存の手法を用いて改善される．
そこで本研究では声色の印象に絞って議論を進める．
声色の印象を左右する要素として，我々は倍音に
着目した．音楽理論などにおいて倍音とは，楽音の
音高とされる周波数に対して，2 以上の整数倍の周
波数を持つ音の成分を指す．このとき楽音の音高を
決定する成分を基音と呼ぶ．基音と倍音はフーリエ
変換等の周波数変換手法を用いることで検出が可能
である．以上のように定義される狭義の倍音を本報
∗

図 1. 整数次倍音が大きく含まれる声

図 2. 非整数次倍音が大きく含まれる声

2

関連研究

人間の発声に着目し，ユーザがいい声を出せるよ
うに身体的スキルの向上を促すメディアの提案を目

Copyright is held by the author(s).
お茶の水女子大学大学院人間文化創成科学研究科理学専
攻情報科学コース
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的とする発声のメタ認知促進システム”いい声マイ
ク”の提案 [3] では，いい声を「音としてしっかりと
発せられていて，響いている声」と定義している．
また，モテ声診断 VQ チェッカー [4] というウェ
ブサイトおよびスマートフォン用の人気アプリケー
ションがある．このサービスでは「声の高さ」
「声の
大きさ」「一音の長さ」「耳への入りやすさ」「滑舌
の良さ」の 5 つの項目から声の良さを定義している．

3

いい声作りの支援アプリに向けて

本研究では，ユーザが自身の声色を改善するため
の支援を目的としたアプリケーションを開発してい
る．ユーザがモバイル端末上で本アプリケーション
を用いて日常的に自身の声を省みることができるよ
う，我々は Android 上で本アプリケーションを開発
している．本アプリケーションでは，まず Android
の Visualizer クラスを用い音声に高速フーリエ変換
を適用し，その周波数分布を取得する．そして取得
した周波数分布から，倍音の傾向を導く指標として
以下の二値を算出する．

を提示している．芸能人の倍音の特徴取得には，サ
ンプルボイスやラジオやテレビ番組で取得した声，
そして中村の著書 [2] の内容を参考にしている．

3.2

視覚変数による提示

我々は現在，本アプリケーションを拡張し，より
感覚的に倍音成分を理解できるように，倍音の傾向
や音圧などを視覚変数に割り当てて提示する機能を
開発中である．この機能では，草間らの MusCat [5]
のデザインを参考にした図 4 のようなデザインを採
用している．

• 倍音を構成する各周波数領域の音圧の総計 Pt

• 整数次倍音の音圧の倍音全体に対する比率 Pi

この算出結果により，自身の声にどの程度豊かな倍
音が含まれているのか，また整数次倍音が強いのか
非整数次倍音が強いのか，といった情報を得ること
ができる．
本アプリケーションの処理手順を図 3 に示す．声
色を示す倍音成分を視覚的にユーザに提示する方法
として，我々は現在以下の 2 種類を開発中である．

図 4. 倍音成分を視覚変数に割り当てたデザイン

4

まとめと今後の課題

本報告では，個人のニーズに応じた声色改善の支
援を目的として，倍音に着目した声色提示のアプリ
ケーションを提案した．本アプリケーションでは倍
音成分の算出結果を，芸能人に喩える，視覚変数を
用いる，の 2 種類を用いて提示する．今後の課題と
して，実際に被験者に本アプリケーションを一定期
間使用してもらい，被験者の声がどのように変化す
るか観察したい．

参考文献
[1] A. Mehrabian: Silent messages, Wadsworth, Belmont, California (1971).

図 3. 本アプリケーションの処理手順

3.1

[2] 中村明一: 倍音 音・ことば・身体の文化誌, 春秋社
(2010).

芸能人を例にした提示

本アプリケーションでは結果提示の際に，同じよ
うな倍音傾向にある芸能人を例に挙げて提示する．
例えば，整数次倍音成分が大きければ（＝ Pi が大き
ければ）タモリ氏や黒柳徹子氏を，非整数次倍音成
分が大きければ（＝ Pi が小さければ）明石屋さんま
氏や桑田佳祐氏を，倍音成分が少なく基音に近い声
の場合は（＝ Pt が小さければ）クリス・ペプラー氏
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インタラクション 2011 (2011).
[4] 声 総 研:
モ テ 声 診 断 VQ チェッカ ー,
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自由な筆記にロバストな手書き表認識システム
中洲 俊信

柴田 智行

井本 和範

三原 功雄

概要
自由に手書きされた表から，罫線，文字列，行や列などの表構造を安定して認識できる手法を提案
する．手書きの表には，線の歪みや線同士の接続ずれなどの変動が生じる．変動にロバストな認識を実現す
るため，ユーザが手書きした多くの表から主要な変動パターンを洗い出し，それらに基づいて，罫線の抽
出，表構造の認識，セル内ストロークの抽出の３段階で表を認識する技術を開発した．手書きの表
サ
％を達成し，提案手法の有効性を示した．また，罫線の直線化
ンプルを対象とした評価実験で認識率
や罫線同士が正しく接続するような修正により，表を視覚的に整える表整形インタフェースを試作した．

はじめに
近年，ペン入力に対応した携帯端末が注目され，
タブレットやスマートフォンに書いた筆記をデジタ
ルデータとして処理することが可能になった．頭の
中のアイデアを思いつくままに自由に書きとめ，そ
れをすぐに整理・活用できることが価値の高い発想に
つながると考えられる．本稿では，様々な情報の関
係性をわかりやすく可視化し情報整理に役立つツー
ルとして頻繁に使われる「表」に注目し，ユーザが
自由に手書きした表から罫線，文字列，行や列など
の表構造を認識し，即座に綺麗な表へと変換するシ
ステムを提案する（図 ）．
手書きの表は，線に歪みがあったり線同士の接続
がずれていたりする．また，ユーザによって書かれ
る表の形式も様々である．手書き表認識に関する従
来研究では，このような手書きの表に含まれる変動
を広く洗い出して整理したものは少ない．本稿では，
事前検討として自由な手書きに伴う変動のパターン
を洗い出し，主要な変動パターンに対してロバスト
な表認識手法を設計する．具体的には，筆跡の大ま
かな形状や関係性など特徴的な情報を利用し，単純
な表のモデルに対応づけることでロバストに表罫線
らによる従来技術
も手
や表構造を認識する．
書きに対するロバスト性を考慮しているものの，図
のように外周の罫線が書かれていない表を想定
しておらず，認識が困難であった．本稿では，外周
の罫線が書かれていない表も主要な変動パターンで
あると考え，認識できるように対応する．

入力例
図

認識・整形処理結果

筆者らが開発した手書き表認識システム

画の軌跡）を追記して１本の罫線が書かれている，
１本のストロークで複数の罫線が書かれている
というパターンを抽出した．ここで， 本の罫線と
は，表の左端から右端までを通る各行の境界，およ
び，表の上端から下端までを通る各列の境界である．

手書き表認識手法
本提案手法では，ペンデバイスから得られた筆跡
を入力とし，罫線の抽出，表構造の認識，セル内ス
トロークの抽出の ステップで表を認識する（図 ）．
：罫線の抽出

手書きの表の特徴分析

長さが閾値以上で傾きが水平／垂直に近い線分を
含むストロークを，罫線を構成するストロークとし
て抽出する．その後， 画で複数本の罫線が書かれて
いる場合や複数画で 本の罫線が書かれている場合
に対応できるよう，方向が変化する点でのストロー
ク分割や，同方向で位置的に近いストローク同士の
統合を行い，水平／垂直の各罫線を認識する．

ユーザが手書きした表などを参考に，手書きの表
に含まれる変動のパターンを洗い出した．抽出した
事例を図 に示す．これらに加え， 複数のスト
ローク（ペンが入力面に接してから離れるまでの１
株式会社東芝 研究開発センター
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図

手書きの表に含まれる変動パターン

：表構造の認識
抽出した罫線を直線近似し，歪みのある罫線で構
成された手書きの表を単純化する．その後，罫線の
接続関係や，外周の罫線が省略された意図的な罫線
のはみ出しを認識する．意図的に罫線がはみ出して
書かれている場合，はみ出し部分が相対的に長かっ
たり，はみ出し部分で構築された領域に文字列が書
かれていたりする．この知見から，罫線のはみ出し
部分が他のセルのサイズに対して所定割合以上の長
さである場合や，はみ出した罫線付近に閾値以上の
長さのストローク群が存在する場合に，意図的な罫
線のはみ出しと判定し外周罫線を補う．意図的なは
み出しと判定されなかった場合は，垂直（水平）罫
線の端点を最も端の水平（垂直）罫線に接続する．
：セル内ストロークの抽出
セル内の文字列の一部がセルからはみ出す場合も
想定し，各セルに半分以上含まれるストロークをそ
のセルに内包するストローク群として抽出する．抽
出したストローク群は一般の手書き文字認識技術に
より文字として認識する．

図

手書き表認識システムの処理過程

本提案手法の認識結果の再現率と適合率の調和平均
％となり，様々
として認識率を算出した結果，
な形式の表を高精度で認識できていることがわかっ
た．また，様々な書き方（罫線の歪み，接続のずれ，
追記された罫線など）にも対応できていることが確
認でき，本提案手法の有効性が示された．

まとめ

表整形インタフェースの試作
ユーザが手書きした表（図
）に対し，罫線の
直線化，外周罫線の補足，罫線の端点での接続処理
を施し，即座に視覚的に綺麗な表へと変換する．ま
た，セル内の文字列を所定のフォントに変換する．
なお，その場での表編集や，資料作成アプリの表オ
）．
ブジェクトとしての活用も可能である（図

認識性能評価実験

手書きの表から罫線，文字列，表構造を認識可能
な表認識技術を提案し，表整形インタフェースを試
作した．なお，本技術はペン入力対応タブレットへ
の搭載という形で実用化された ．今後はシステ
ムの操作感に関するユーザ評価を予定している．
※本稿に掲載の商品，機能等の名称は商標として
使用している場合があります．

参考文献

被験者
名が作成した
サンプルの表を対象
に，本提案手法の認識性能を調べた．これらのサン
プルは，外周の罫線が無いものやセル内が空欄になっ
種類の多様な表を被験者が 回
ているものなど
ずつ書き写して作成した．また，各表には，行数，
列数，罫線を構成するストローク，各セルに含まれ
るストローク群が特定できるように正解を教示した．
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災害対策本部における記録・文書管理システムの提案
仙道 航

∗

瀬川 典久

澤本 潤
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†

秋冨 慎司

‡

概要. 2011 年 3 月に日本で発生した東日本大震災から約 2 年半が経過した。現在、日本では東日本大震
災を受けて、将来に起こる災害に備えた検証を行うことが一つの課題となっている。東日本大震災のような
大規模災害が発生した際に、様々な会議や組織が立ちあげられる。その中の一つに災害対応の要として運営
される災害対策本部という組織がある。現在、災害対策本部では災害対応のための情報の集約は電話・無
線通信・FAX、情報の共有はホワイトボードや展示用パネルへの紙文書の貼り付けによって行われている。
災害対策本部では発災初動期から職員が息つく暇なく働いているため、紙ベースでの情報の記録をリアル
タイムでデジタルに起こすことは難しい。我々は、災害対応中の記録が困難であるために検証のための記録
が不足しているという問題を解決するために災害対策本部のための文書管理・追跡システムを開発した。

1

はじめに

現在、日本では東日本大震災での教訓を活かし将
来に起こる災害に備えるための検証を行うことが一
つの課題となっている。特に災害対応の要となる災
害対策本部における意思決定や行動プロセス、運営
に関する検証は将来に起こる災害のための検証とし
て非常に重要なミッションであると考える。
現在、災害対策本部に関する検証を行っていくに
あたって、議事録が未作成であったことが話題となっ
ている [1]。このように、記録が不足している状況で
は、災害対策本部の指揮や下した命令が当時どのよ
うな情報を基に決定したのかが分からない。この問
題に対し、当時の職員の振り返りによる議事録の作
成を行っているが、人間の記憶に頼る物であり信頼
性には欠ける。
災害対策本部における記録作業の障害の一つとし
て、発災初期（発災から 72 時間）の災害対応業務が
非常に多いことが挙げられる。主な業務としては情
報の集約と共有、関係機関との連携、集約した情報
を基にした指揮と命令を下すことである。情報の集
約は紙文書による FAX での送受信、共有は紙文書
をホワイトボードやパネルに貼り付けることによっ
て全体に共有したとすることが多い。災害対策本部
で作成される紙文書や関係機関から集約される紙文
書には災害対応のための判断に必要な被災状況に関
する情報や、各機関の人員や災害対応に関する情報
などが含まれる。
これらは、災害対策本部や関係機関の指揮命令に
関わる判断材料としてだけでなく、当時得られた情
報による状況判断が正しかったのかどうか、将来起
こる災害に向けて検証を行っていくための重要な材
∗
†
‡
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料である。
しかし、災害対応に追われながら災害対策本部に
集約された紙文書の変遷を記録することや作成した
紙文書がどこまで伝わったかを全て記録することは
困難である。また、紙文書は電子メールや電子的な
ファイルと異なり、コピー（ex. スキャナによるコ
ピー）や送受信 (ex. FAX, 人手による配布) のロ
グが文書を作成したコンピュータ上には残らず、後
日、その軌跡を追うことは難しい。
こうした問題に対し、本研究では地震や津波といっ
た大規模災害が発生した際に立ちあげられる災害対
策本部のための文書管理・追跡システム（SID）を
開発した。

2

システム概要

我々が開発した SID を災害対策本部に導入する
ことで、紙文書が誰によってどのような情報を基に
作成されたのかに関してコンピュータによって記録
することが可能になる。また、紙文書に対しスキャ
ナによるコピーや FAX による送信及び受信が行わ
れても継続して追跡が可能になる。つまり、デジタ
ルだけでなくアナログなインタラクションの記録が
可能になる。
SID を災害対策本部に導入した際の紙文書に関す
る情報の流れを図 1 に簡潔に示す。
SID では、コンピュータ上で作成された (ex. Microsoft Office Word) 文書が印刷される際、プリン
タに文書データが送信される前に文書に対し特殊な
マーカ（QR コード）を付加する。この QR コード
には作成者の情報や作成者の所属する組織の情報、
文書が作成された時刻が埋め込まれている。印刷さ
れた紙文書に関する情報は印刷時点で外部サーバも
しくはローカルサーバに送信されデータベースへと
登録される。これにより、マーカを識別子として文
書を一意に特定することができ、作成者や場所など
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マーカを付与する処理やサーバへの文書情報の送信
処理を行う。その後、通常どおりプリンタへと印刷
指示をする。つまり、ユーザは普段通り印刷ボタン
を押下しただけであるが、印刷された紙文書にはす
でにマーカが付与され、紙文書に関する情報はすで
に管理されているという状態になる。
次に、ユーザは文書をコンピュータ上に保存する。
保存された際、SID では印刷された紙文書（コンピ
ュータ上では PDF として扱っている）に関する情
報を起点としてユーザが現在保存した文書（.Docx）
を探索しサーバへと文書情報を送信する。探索の際
には、文書内容の比較等を行っており、簡単な版管
理のための処理を行っている。
サーバへと蓄積された情報は順次データベースへ
と登録される。文書の詳細や関連する文書等の関係
を閲覧するための Web ページはデータベースに蓄
積された情報を基に、新たな文書が管理（追加）さ
れる度に自動で生成される。

図 1. 紙文書に関する情報の流れ

の関連する情報の紐付けを行うことができる。
紙文書の作成者が所属する災害対策本部に貼り付
けられた紙文書や他の災害対策本部や関連組織に送
信され貼り付けられた紙文書を補足するために、災
害対策本部内に全方位カメラを設置する。この全方
位カメラによる映像から付与されたマーカの解析を
行う。解析が終わるとサーバと通信を行い、紙文書
がどの災害対策本部にいつ渡ったかといったような
ログをサーバへと蓄積する。また、スマートフォン
などの QR コードリーダから QR コードを読み込ん
だ際には、該当する紙文書に関する情報を Web ブ
ラウザ上で閲覧することができる。
このように、紙文書の作成時におけるそれに関わ
る情報と紙文書が共有されていくフローでの情報を
それぞれ蓄積することでこれまで困難であった記録
と追跡を実現する。

3

図 2. 紙文書の作成から管理までのフロー

システム実装

SID では、紙文書にマーカを付与する、サーバとク
ライアント間での各種情報のやりとり、Web ビュー
の開発などに主として PHP や PEAR などを用い
ている。
本稿では、特に SID による紙文書が作成され管
理されるまでのフローについて図 2 を用いて詳しく
述べる。SID を利用する災害対策本部職員（以下、
ユーザ）は基本的に普段コンピュータ上で文書を作
成する手順に加えて特別な操作を行うことはない。
現在、文書を作成するためのアプリケーションとし
て MicroSoft Word for Mac 2011（以下、Word）
をターゲットにしているため、Word を例として作
成フローの一例について述べる。
ユーザは Word を使用し、文書を作成するとホ
ワイトボード等へ貼り付けるための共有などを行う
ため印刷ボタンを押下する。SID ではこの際、文書
データを直接プリンタへは送らずに一度 PDF として
SID のワーキングディレクトリへと保存する。PDF
には作成者やホスト、タイムスタンプを埋め込んだ
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4

おわりに

本稿では、災害対策本部における災害対応中の記
録が難しいという問題に対し、紙文書にマーカを付
与することによる記録・文書管理システムの提案を
行った。
今後は、ユーザビリティを損なわない範囲での機
能拡張とエラーハンドリングの強化を行う予定であ
る。また、現在使用しているマーカは近距離用に使わ
れるマーカであるため、今後長距離用のマーカの利
用もしくは新規に開発のいずれかも行う予定である。

参考文献
[1] http://www.nikkei.com/article/
DGXNASFS2700A_X20C12A1MM0000/?dg=1，
震災 10 会議で議事録なし ずさんな文書管理，
2012/1/27，日本経済新聞
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誰でも神プレイできるシューティングゲーム

!
簗瀬 洋平 ∗
!

概要. 本稿では，人間の感じる難易度と，実際のゲームの難易度の間には差がある事に着目し，実際
の難易度に大きく影響しないやり方で見た目の難易度だけを変化させる2Dシューティングゲームのシ
ステムを提案する．多くの人間は，ゲームを遊ぶ際に格好良いプレイをしたいと考えるものである．
ゲームプレイの中でピンチを乗り切った際，あるいは自分が理想とする鮮やかな動きが出来た時，人
はそこに喜びと達成感を感じ，ゲームを継続し，プレイに習熟していくための動機が得られる．しか
し，この格好良い，うまくプレイ出来たという感覚は個人の能力や経験によって大きく異なる．その
ため，上級者をターゲットにして難易度の調整を行えば初級者には難しすぎ，初級者をターゲットに
すると上級者にはつまらないという状態になりがちである．このシステムを使用する事で，見た目の
難易度を変えずに初級者と上級者，両方に対応する事が可能となる．

はじめに

1

過去，傑作と言われるゲームの中にはゼビウ
ス[1]，スターソルジャー[2]など多くの２Dシュー
ティングゲームが含まれている．2Dシューティ
ングゲームは得点という一意の要素によって優
劣が競われる点，画面上に存在する敵機の数，
敵弾の数によってその難易度を客観的に見て取
れる点などにより，プレイヤーの上手下手を見
極めやすいゲームジャンルとなっており，シュー
ティングゲームがうまいプレイヤーはゲームが
うまいプレイヤーとして尊敬を勝ち得る事が出
来た．
近年の2Dシューティングゲームにおいては，
画面中に敵弾が放出され，それを紙一重で避け
ながらプレイを続ける様はWeb上の動画投稿や
実況などで多くの視聴者を魅了するようになっ
たものの，内容は高難易度化の一途を辿り，初
心者のプレイヤーが気軽に挑戦してもすぐにゲー
ムオーバーとなってしまうため，新規参入者が
得られにくい．
そこで筆者は初心者でも上級者の様に多くの
敵弾を避けながらプレイ出来るゲームシステム
を考案し，デモ作成を行った．

!

2

2.1

ゲーム概要

ゲームデザイン

本稿のために作成したデモは，2Dシューティ
ングと呼ばれるゲームジャンルの作品である．
プレイヤーは立方体の自機を操作し，画面上に
出現するカプセルを取る事で加点される．
カプセルを取るごとに画面上に出現する敵機
の数が増え，出現した敵機は自機に向かって弾
丸を発射する．この弾丸に自機が接触すると，
Copyright is held by the author.

* Yohei Yanase, Unity Technologies Japan
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自機は爆発し，ゲームオーバーとなる．ゲーム
オーバーとなるまでの間にどれだけの得点を取
るかによって，成績の優劣を競う．

!!
!! 得点
敵機
!!
!!
敵弾
!! 自機
カプセル
!!
!!
!なお，一般的には上下左右に動け，自機から弾
図 1. ゲーム画面

を発射して敵機を倒すデザインの2Dシューティ
ングゲームの方が多い．本稿においては，PCで
ゲームをプレイする場合，上下の操作を入れる
とキー配置の問題で初級者の操作難易度が上がっ
てしまう点と，敵を倒すという要素を入れる事
でプレイヤーの上手下手が判別しにくくなる点
を考慮してこのような構成にしている．

!2.2

ゲームシステム

敵機は自機が画面下方より出現し，わずかで
もキーを入れた瞬間から出現するようになる．
最初は1機のみ出現するが，カプセルを取得す
るごとに1機ずつ同時出現数が増えていく．
画面上方のランダムな位置に生成され，画面
の左右，出現位置と反対の方向に向かって移動
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プレイヤーに向かって飛んでくるという構成で
あり，特にタイプ2のような偏差射撃が行われ
る事は非常に稀であるため，上級者でも比較的
早くゲームオーバーになってしまう．
次に，初級者にほとんどがタイプ3で時々タ
イプ1や2が混じった弾を撃つ設定でゲームをプ
レイしてもらう．先の上級者のプレイを見てい
ると，ゲームが難しいという印象を受けるが，
実際にはさほど難しいものではないため，順調
に得点を重ね，上級者の得点を超える事も容易
となる．しかし，プレイしている本人，それを
見ている先のプレイヤー共にゲームそのものは
同じに見えているため，何故そうなるのか疑問
を抱く事になる．

を開始する．敵機は画面から消える前に一発だ
け弾をプレイヤー方向に向かって発射する．
敵機が発射する弾は発射時点の自機の位置に向
かって移動するタイプ1 ，自機の加速と移動方
向を加味しそのままのキー操作を続けたら必ず
当たるタイプ２，発射時点での加速速度の状態
からは絶対に当たらない境界手前に撃つタイプ
３の３種類である．
タイプ1の弾はプレイヤーを移動を移動させ
る消極的な動機として作用するが，このタイプ
の弾は一方向に移動し続ければ画面端での折り
返し以外で接触する事がないため，避けるのが
容易である．そこで，タイプ2の弾を使う意味
が出て来る．タイプ2の弾は移動方向の先に向
かって発射されるため，プレイヤーはその弾と
の接触位置を見極め，移動を中断する必要があ
る．タイプ1と2を混在させる事により，プレイ
ヤーは移動と停止のどちらが適切かを判断し，
ゲームプレイを行う必要が出て来る．
タイプ3の弾はどれだけ数が増えても難易度
にはほとんど影響しない．よって，タイプ3の
弾のみを増やしていく事により，実質の難易度
を変えずに見た目の難易度を上げていく事が出
来る．

３

!

4

問題点と今後の展望

本デモは現状実験を十分に行っていないた
め，タイプ1とタイプ2の弾の割合の変化による
客観的，主観的な難易度の変化について定量的
なデータを持っていない．また，一般的な2D
シューティングゲームのように上下左右に動け，
敵を撃って倒せるようにした場合どのような変
化があるのかという点についても予測がついて
いない．まずは本デモについての検証実験を行
い，より実践的なゲームに活かせるよう知見を
深めていくものとして位置づけている．

デモの流れ

デモにおいては，まず体験者のゲームの習熟
度について質問をする．この際，上級者と初級
者が混じった集団であるとより効果的である．
まず，上級者に対してはタイプ1と2のみが発
射され，得点の増加と共に敵機の数が増え，難
易度が上昇していくゲームを遊んでもらう．多
くのシューティングゲームでは，弾はプレイヤー
の動きとは無関係に発射され，少数の弾だけが

参考文献
[1] NAMCO. XEBIOUS, 1983
[2] Hudson Soft. Star Soldier, 1986

未来ビジョン

例も散見されるが，実際の制作過程で使

れているが，その多くは膨大なシステムの

を明らかにしていく事で，最低限の面白

ゲーム制作には様々なHCI的知見が使わ

中に埋もれており，ごく自然なゲーム体験
の一部として受け入れられているためユー
ザーはもちろんゲームを研究している人間
にすら知られていない．本研究はそれら
を解き明かし，知見として共有するため
の一助とするべく行われている．
また，ゲームシステムや要素の提案を
研究者が行う際，そのゲームが十分に良
く出来ていない事により，本業の開発者
に響かない，見向きもされないという事

われている様々な技術や必須の要素など
さを備えたデモの展示を実現し，デジタ
ルゲームにおける産学の連携をより推進
していきたいという思いもある．
本研究で作成したUnityプロジェクトは
今後のゲームあるいはゲームの要素を研
究していく方々が利用出来るよう，誰で
もダウンロード出来るよう公開し，研究
目的でも改変，再配布などを可能とする
予定である．
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叩打音を利用した操作インタフェースと浴槽への適用
伊藤 大毅∗

平井 重行†

概要. 手指で「叩く」操作を元にしたインタラクションを浴槽に適用し，その叩打位置（叩く場所）や叩
打音色（叩き方），叩打パターン（叩くリズム）の組み合わせに対応した操作を実現するシステムを提案す
る．それらの方法により，様々な機器やシステムの操作を行うほか，叩くこと自体をエンタテインメントと
することまでを考えている．本稿では主に叩打位置の検出処理について述べる．

はじめに

1

日常生活において快適さの追求だけでなく，エ
ンタテインメント要素まで含めた QoL(Quality of
Life) 向上を目指した住環境の研究が行われている．
我々はこれまで，住環境の中でも特に水場である浴
室での操作インタフェースと応用システムの研究
を行ってきた．静電容量方式タッチセンサを浴槽裏
側に設置して「触れる」インタフェースを構成する
TubTouch[1] では，給湯器や照明などの機器，音楽
プレーヤアプリの操作を浴槽縁で行うシステムを実
現している．また，Bathcratch[2] では，浴槽裏側
に設置したピエゾセンサで浴槽のこする音を検出す
ることにより「こする」インタフェースを構成し，
DJ スクラッチ演奏を行うアプリケーションを実現
している．
本研究では，これらの操作に加え，浴槽を「叩く」
ことによる操作インタフェースを提案する．ここで
は，叩打位置（叩いた場所）と叩打音色（叩き方），
さらに叩打パターン（叩くリズム）を利用し，浴室
内の様々な機器やシステムの操作，さらに新たなア
プリケーションの実現を含めて，日常生活環境に埋
め込まれた入力インタフェースの活用を目指す．

システム概要

2
2.1

システム構成

日本国内で一般に普及しているシステムバスの浴
槽において，その縁の裏側にピエゾセンサを取り付
け，浴槽縁の叩打を元に様々な入力手法を実現する．
浴槽叩打音を浴槽の個体振動としてピエゾセンサで
直接計測し，その音響信号をリアルタイム処理する
ことで操作イベントを出力するシステム構成とする
（図 1）．ここでは，叩打音の音響信号に対し，
「叩
打位置」の検出処理（複数のセンサの信号を利用），
「叩打音色」の認識処理を行い，それぞれの情報に
基づいて叩打パターンの認識処理を行う．以下，本
∗
†

Copyright is held by the author(s).
京都産業大学大学院 先端情報学研究科
京都産業大学 コンピュータ理工学部
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図 1. 浴槽インタラクションシステム構成

稿においては主に「叩打位置」検出について述べる．

2.2

叩打位置検出手法

本システムでは浴槽裏側に設置したピエゾセンサ
によって叩打位置検出を行う．位置検出の仕組みと
しては，センサ数の増加に伴う設置困難さと計算負
荷の増加を考慮して，なるべく少ないセンサ数で実
現できる方が良いと考える．このことから，ピエゾ
センサを多数連続的に並べるのではなく，一定距離
で離して数個設置し，叩いた振動がセンサに伝搬す
るまでの時間差を利用して叩打位置を算出する方法
[3] をとることにする．

2.3

初動検出処理

時間差による位置検出を実現するためには，叩打
による振動がセンサへ到達する時間を正確に求める
必要がある．そのため，適切な閾値を設定して叩打
音の振幅がそれを超えた時刻を初動（振動の到達時
刻）として検出する．ただ，閾値によってはわずか
な叩き方の違いで振幅の変化の仕方が著しく変わり，
検出時刻のばらつきが大きくなり十分な検出精度が
得られない．そこでなるべく適切な処理を行うため，
二乗平均平方根（RMS）により積分し，波形の時間
変化をある程度平滑化して閾値処理する手法を用い
る．これにより振動が増加し始める瞬間のみを的確
に検出できる．

WISS 2013

5

叩打音伝搬時間
標準偏差
回帰直線
伝搬時間の範囲

図 2. 各叩打位置の伝搬時間の標準偏差と回帰直線

3

叩打音位置検出のための振動解析

叩打音の初動を検出する適切な閾値は未知であり，
ピエゾセンサの設置方法によってもかなり変化する
ことが想定できる．また RMS 処理の際，波形を切
りだす矩形窓の時間長も未知である．これら閾値と
RMS 窓幅の長さの適切な値は，予め収録した叩打音
データを解析することで求めた．具体的には，浴槽を
複数回叩打した音データを用意し，閾値と RMS 窓
幅を変化させながら，初動検出処理によって叩打位
置からセンサに振動が伝搬するまでの時間を求める．
この伝播時間の標準偏差が最小となる閾値と RMS
窓幅の値を適切な値とする．図 2 は，FRP の浴槽を
指先で叩打した際の叩打音から求めた閾値と RMS
窓幅での各叩打位置の振動伝搬時間をプロットした
ものである．この図は，叩打位置がセンサから 100
〜300mm 離れた位置ならば伝搬時間が重複してお
らず，その範囲までなら叩打位置が判別出来ること
を示している．この結果から，適切な閾値，RMS 窓
幅，位置検出可能な距離の範囲（必要なセンサ数）
を求められる．この解析手法と結果の利用は，新た
に適用する浴槽環境に対するキャリブレーション手
法として利用できる．

4

叩打音を利用するアプリケーション

本システムの応用例として，叩打位置と叩打音色
に対応したサウンドを鳴らすエンタテインメントシ
ステム”BathDrum”を提案して実装している [4]．こ
の BathDrum は現時点では叩打位置に合わせて単に
音を鳴らすだけであるが，TubTouch や Bathcratch
と同様に，浴室の天井裏設置のプロジェクタで浴槽
縁へ画面投影することで，より様々な応用や楽しみ
方も実現できると言える．例えば，もぐらたたきゲー
ム，音楽に合わせて浴槽を叩くリズムゲームの表示
などが考えられ，これに叩打音色や叩打パターンの
認識も含めた処理を考えると応用も拡がる．また，
TubTouch システムではメニュー表示の On/Off を
切り替える操作について，浴槽の特定位置を 2 度タッ
プすることでユーザが明示的に操作するなど，他の
操作手法と組み合わせる効果的な利用方法も考えら
れる．
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おわりに

本論文では，浴槽を「叩く」インタフェースを提
案し，そのシステム概要と叩打位置検出処理につい
て述べた．現状では指先での叩打にのみ対応した処
理であるため，手のひらや拳での叩打に対応させる
予定である．また，検出精度向上のために周波数解
析や機械学習などの処理も検討し，処理の反応時間
も調査する必要がある．そして，それらは叩打音色
に関する処理も合わせて行うことを検討していく．
叩打音色の区別については，Lopes らのシステム [5]
や Harrison らのシステム [6] で実装されているが，
それらは多少のタイムラグが発生する手法のため瞬
時の反応を必要とする処理にはあまり向いていない，
一方で PosessingDrums[7] ではリアルタイムの叩打
音色の変換を行っており，BathDrum のような瞬時
の反応を必要とするシステムに応用できると考えて
いる．それらの叩打音色の処理に加え，叩打パター
ン認識処理も合わせて応用できるようにしていく予
定である．
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住宅内の機器・サービスを統合するためのビジュアルプログラミング環境
橋岡 良∗

平井 重行†

概要. 家電や様々なセンサ，インターネットサービス（天気予報やニュース，SNS など），コンテンツま
でを様々に組み合わせて統合的に連携・動作させることを目的とした機器やサービスが次々に登場し，住宅
のスマートハウス化を進めている．本研究は，その流れにおいてエンドユーザが様々な機器やサービスをよ
り柔軟で自由に組み合わせられるようにすべく，直感的でわかりやすい操作を実現するビジュアルプログラ
ミング環境を開発し，その内部処理を行うためのシステムも構築している．本稿では，そのシステム概要と
ビジュアルプログラミング環境について述べる．

1

はじめに

家電機器を中心に複数の機器を連携させるような
統合制御を行うためのプログラミング手法およびそ
のユーザインタフェースの研究がある [1][2][3]．最近
では，エンドユーザが住宅内で扱う機器はセンサ類
を含んだ家電や住宅設備に留まらず，スマートフォン
の普及に伴って様々なインターネットサービス (例
えばニュースや天気予報，SNS など) までもが操
作対象となりつつあり，幅広い統合や柔軟な連携を
実現する必要が出てきている．一方で，現時点で住
宅内の家電製品などはあまり対象でないが，ネット
ワーク上のサービス同士やガジェットなどとの連携
をルール記述の形式でエンドユーザが作成し，ある
種のプログラミングが行える IFTTT1 や Zapier2 と
いったサービスがインターネット上で提供されるに
至っている．本研究は，このサービスや機器を連携
させて住宅のスマート化を進めるサービスに対し，
エンドユーザがより自由自在に動作を設定・連携さ
せることができるビジュアルプログラミング環境と
その動作を支えるシステムの開発を行っている．以
下，本稿ではそのシステム概要と，ビジュアルプロ
グラミング環境について述べ，どのようなプログラ
ムが作成可能か例を挙げながら説明する．

2

ドユーザは PC やスマートフォン，タブレット機器
などの端末を用いて，機器やサービスの連携をデー
タフロー型のビジュアルプログラミング環境でプロ
グラムを作成し，そのプログラムは XML もしく
は JSON 形式で WebSocket を介してアプリケー
ションサーバへ送信，データベースに保存される．
アプリケーションサーバ側は，機器やサービスを統
合制御するプログラムが動作しており，プログラム
に従って状況に応じた機器制御やサービスを連係動
作させる仕組みになっている．

エアコン

†
1
2
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照明

TV

ホームサーバ
学習型リモコン
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サーバ
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プログラム
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XML WebSocket

プログラミング環境

システム概要

本研究システムはエンドユーザが利用するクライ
アント端末上で動作するビジュアルプログラミング
環境と，アプリケーションサーバとで主に構成され
る．アプリケーションサーバは住宅内の様々な機器・
センサ類，またインターネット上の様々なサービス
との間で情報のやりとりを行う (図 1 参照) ．エン
∗

情報家電

給湯暖房機

PC, タブレット, etc

図 1. システム概要図

3
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IFTTT : https://ifttt.com/
Zapier : https://zapier.com/

プログラミング環境

プログラミング環境は，Max/MSP や PureData，
vvvv などのデータフロー型ビジュアルプログラミ
ング環境として構成している．現時点で実装出来て
いるビジュアルプログラミング環境の外観は図 2 に
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示す．その画面内部では，左側に機器や設備，サー
ビスなどを表すオブジェクトが表示され，右側にプ
ログラミングを行うプログラムフィールドがある．
ここでは，オレンジ色のオブジェクトは，温度や扉
の開閉など環境情報を知らせる機能，人の行動セン
シングに基づいて動作する機能，時間に伴って処理
を行う機能などがあり，総じて入力オブジェクトと
呼んでいる．水色のオブジェクトは，操作する機器
や情報提示出力する機器・サービスを表す出力オブ
ジェクトを表している．

図 4 では，複数の入力オブジェクトと出力オブ
ジェクトが接続され，複数の処理が一つにまとめら
れている．place オブジェクトと temperature オ
ブジェクトがそれぞれ人の検出と設定温度範囲の条
件判定を処理する入力オブジェクトである．ここで
は place オブジェクトでリビングルームに人が居る
か判定し，その結果に応じて接続された Music オ
ブジェクトが音楽を再生する．一方で，place オブ
ジェクトから temperature オブジェクトへ接続さ
れ，さらに AirConditioner オブジェクトへ接続さ
れた部分では，人がリビングルームにいると共に室
温が 20〜40 度の範囲にある場合に冷房を ON にす
る，という処理を意味する．
これらエンドユーザが記述したプログラムは，プ
ログラム作成者のユーザ ID と各プログラムに割り
当てられた UUID と共に XML もしくは JSON の
データとしてサーバに送信し保存される．

4

オブジェクト

プログラム
フィールド

図 2. プログラミング環境概要図

ユーザは左側のオブジェクトリストからドラッグ
アンドドロップでプログラムフィールドへオブジェ
クトを配置し，オブジェクトのアウトレット (右下)
と別オブジェクトのインレット (右上) との間をパッ
チコード (線) で接続することでプログラムを作成
する．このパッチーコード間は，基本的にトリガー
情報が流れることになり，そのトリガーを発する条
件は，各オブジェクトの左下エリアに記載された内
容に応じるものとなっている．各オブジェクトは図 3
のようにスライドバーで条件設定を行うことができ
る．なお，機器やサービスがオブジェクトの設定条
件に合致した状態になっている場合には，オブジェ
クトの外枠と文字が赤くなる (図 4 参照)．
次に，プログラミング環境で作成したプログラム
例を図 4 に示す．

図 3. オブジェクトの条
件設定例

図 4. プログラム例
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まとめ

本研究は，スマートハウス研究の 1 つとして，家
電や住宅設備などの既存機器や，様々なインターネッ
トサービスを連携，統合的に制御するシステムと，
そのためのエンドユーザが用いるプログラミング環
境について扱っている．現時点は，ビジュアルプロ
グラミング環境とバックエンドでプログラムを実行
するサーバが一体化した形で，実際に幾つかのセン
サや家電機器を統合制御でき，プログラミングも実
際に行える状況にある．今後は，プログラムをサー
バ側で行えるようにする．また，プログラミング環
境については，操作方法や見た目のデザインについ
て改良を加えて，よりユーザが理解，操作しやすい
形にし，PC だけでなくタブレット端末やスマート
フォンでもプログラミングが行えるものにしていく
予定である．
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BrightFace: プロジェクションによる表情拡張システム
辻田 眸

暦本 純一∗

概要. 対人コミュニケーションにおいて，重要な役割を果たしているのは表情や身振り，声の調子などの
非言語情報であると言われている．なかでも表情は自分の感情を表出し，また他者の感情を理解するため
に効果的な手段である．しかしながら人によっては自分の感情をうまく表現できなかったり，他者には伝わ
りにくいときもあるだろう．メールなどの文字メッセージでのコミュニケーションの場合，顔文字や絵文
字などを利用し，自分の感情をより効果的に伝えることができる．そこで実世界の対面コミュニケーショ
ンにおいても，文字メッセージで行われているようなアイコンを利用し，自分の表情を補足することがで
きれば，より効果的に自分の感情を他者に伝達でき，コミュニケーションに役立つのではないかと考えた．
本研究ではユーザの表情に応じて，アイコンをユーザの顔に投影し，表情を拡張表現することで，対人コ
ミュニケーション支援を行うシステム「BrightFace」を提案・実装した．

1

はじめに

Mehrabian 氏らの研究 [1] によると，対人コミュ
ニケーションにおいて，表情やしぐさが他者の印象
や感情を判断，理解するのに重要な役割を占めてい
るとされている．しかしながら人によっては自分の
感情をうまく表現できなかったり，また他者の表情
を読み取れず，感情の読み間違いをしてしまうこと
もあるだろう．一方，メールやチャットなど，文字
によるコミュニケーションにおいては，顔文字や絵
文字など，自分の表情を表すアイコンを利用するこ
とで，相手に自分の感情や雰囲気を伝達する役割を
果たしている．さらに漫画やアニメーションの世界
では，キャラクターの顔にアイコンを書き加えたり，
頭上に線を書き足し強調して表現することで，絵に
対する印象を変化させる表現技法が知られている．
そこで，日常生活での対面会話のときに，このよ
うな文字コミュニケーションで行われているアイコ
ンの付加や漫画等で用いられている表現技法を利用
し，ユーザの表現能力を拡張することで，お互いの
感情理解を深め，コミュニケーション円滑化の支援
になるのではないかと考えた．本研究ではユーザの
表情に応じて，アイコンをユーザの顔に投影し，表
現能力を拡張することで，コミュニケーション支援
を行うシステム「BrightFace」の提案を行う．

2

BrightFace

BrightFace はユーザの表情に応じて顔にアイコ
ンを投影させることで，ユーザの感情をよりわかり
やすく他人に伝達できるシステムである．例えば図
1 のように，ユーザが笑顔になったときにはその表
∗

Copyright is held by the author(s).
東京大学大学院情報学環 株式会社ソニーコンピュータ
サイエンス研究所
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図 1. BrightFace システム．ユーザの表情を検出し，
それに応じたアイコンをプロジェクションする．

情を拡張表現できるような幸せそうなハートアイコ
ンを，またユーザがやや悲しい表情をしたときには，
涙マークなどのアイコンを顔にプロジェクションす
る．ユーザの表情に応じて，リアルタイムに表情理
解が容易にできるようなアイコンをユーザの顔に投
影してあげることで，ユーザの表現能力を拡張し，
他者の表情・感情理解を深め，コミュニケーション
円滑化につながるのではないかと考えた．
本論文では基本的感情表出の中の，
「喜び・怒り・
悲しみ」に着目した．プロジェクションするアイコ
ンについては，漫画でその表情を拡張表現するとき
に用いられているような一般的なアイコンを採用し
た（図 2）．ただし喜び（笑顔）のアイコンについ
ては，様々なアイコンを投影し検討した結果，より
表情理解が容易にできるような，図２のようなハー
トアイコンを投影することにした．表情拡張する感
情の種類，提示するアイコンの適正については今後
評価実験を通じてさらに検討していきたい．

WISS 2013

用した．ユーザの表情検出には openframeworks の
ofxFaceTracker を利用した．またあらかじめユー
ザの表情を登録しておくことで，笑顔だけでなく，
ユーザの表情に応じてアイコンを表出・プロジェク
ションし，ビジュアルフィードバックを与える．ア
イコンはユーザの顔の傾き，顔の大きさに応じてサ
イズを変え，ユーザの顔に位置にあうように工夫し
ている．
図 2. プロジェクションするアイコンの例．

4

図 3. BrightFace のシステム構成．

2.1

プロジェクターでのアイコン投影

ユーザの表情に対してフィードバックを与える方
法はいくつか考えられる．例えば，ユーザの表情や
会話の内容に関するフィードバックをディスプレイ
に投影したり，テーブルとディスプレイが一体となっ
ているデバイスに，アニメーションを映し出したり
することも考えられる．しかしながら，そういった場
合，相手の顔から目線をはずすために，相手の表情
とアイコンの両方を見ることは容易ではない．そこ
でユーザの目線をそらすことなく，また会話を阻害
しないような形で，他者の表情理解の支援，また自
分自身の表現能力の拡張を行い，感情を容易に相手
に伝えることができるような表現方法を模索した．
その結果，顔に直接プロジェクションすることで，
相手の表情とアイコンを同時に見ることができるの
で，ユーザの目線をそらすことなく，またプロジェ
クターによりアイコンだけでなく，様々な表現が可
能になるため，会話を阻害せず，コミュニケーショ
ン支援に役立つのではないかと考えた．

3

システム構成

BrightFace のシステム構成について述べる（図
3）．USB カメラと小型プロジェクターが一体になっ
ている．プロジェクターについては，小型でかつ，明
るい室内においても，プロジェクションされたアイ
コンや効果がわかるように，サンワサプライ株式会
社の DLP 方式採用のモバイルプロジェクターを使用
している．テーブル上においてもあまり圧迫された
感じがなく，会話自体を阻害しない小型なものを採
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これまでにも会話の可視化や，プロジェクション
マッピングによって人が受ける印象を変化させる研
究は多くなされている．埴淵らは [2] ２者間の対面会
話環境において，笑顔アイコンをテーブル上のディス
プレイに提示することで，会話や顔面動作にどのよ
うな影響を与えるのかを検証した．IllumiRoom[?]
は，プロジェクターと Kinect を組み合わせ，テレ
ビの周囲に画面の延長となる映像や，画面と連動す
る映像を映し出すことで，ゲームの没入感を高めて
いる．扇情的な鏡 [3] ではディスプレーに映し出さ
れたユーザの顔をシステムが自動で目や頬の位置を
変えることで，ユーザの表情とは関係なく，笑い顔
や悲しい顔に変形するシステムである．我々は人の
顔に直接プロジェクションを行い，表情の表現能力
を拡張することで，人の印象がどのように変化する
のかを検証したり，コミュニケーション支援や会話
の活性化を目指している．

5

まとめと今後の予定

ユーザの表情に応じて，アイコンをユーザの顔に
投影し，表情を拡張表現することで，対人コミュニ
ケーション支援を行うシステム「BrightFace」を提
案・実装した．USB カメラと小型プロジェクターを
利用し，基本的感情表出の中の，
「喜び・怒り・悲し
み」に着目し，それに応じたアイコンをユーザの顔
に直接プロジェクションを行った．現在は卓上のシ
ステムになっているが，将来的にはモバイルな

参考文献
[1] Mehrabian, A. Communication without words,
Psychology Today, 1968, 2 (4), 53-55.
[2] 埴淵俊平, 伊藤京子, 西田正吾. ソーシャルインタ
フェースの設計に向けた笑顔アイコン利用方法の
検討, ヒューマンインタフェース学会論文誌, 201111-25, 13, 4, 365-375.
[3] S.Yoshida, S.Sakurai, T.Narumi, T.Tanikawa and
M.Hirose: Manipulation of an Emotional Experience by Real-time Deformed Facial Feedback,
AH2013, Stuttgart, Germany, Mar, 2013.
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ボケる対話型システムの検討
藤本 浩介

岡部 誠

尾内 理紀夫∗

概要. 本研究では，ボケる日本語の対話型システムを提案する．駄洒落やなぞかけ等，笑いに関するシス
テムの研究は数多く存在する．しかし，駄洒落やなぞかけ等は出力される文そのものが面白いということ
に対し，ボケやツッコミは対話そのものが面白いという違いがある．そこで，本研究では人間とコンピュー
タとの既存の対話型システムを参考にし，ボケる対話型システムを提案する．本システムは，テキスト情報
を入力として受け取る．入力を解析した後，あらかじめ用意された辞書から類似した文字列を検索し，ボケ
を出力する．また，出力されたボケに対する入力からユーザがボケを理解できているのか，ボケに対しツッ
コミを入れているのか，ボケに便乗してボケているのかを判定し，それぞれの判定結果に適した出力を行
う．さらに，音声合成や効果音，文字サイズの変更を用いて分かりやすく提示する．

1

はじめに

近年，Apple の Siri1 や，NTT ドコモのしゃべっ
てコンシェル2 等の対話システムの普及により，人
間とコンピュータが対話を行う機会が増えている．
人間とコンピュータが対話を行うにあたって，ユー
ザの要求したタスクをこなすことは実用性という面
で重要であるが，親しみやすさという面では面白い
対話を行うことが重要であると考える．しかし，面
白い対話を行うことを目的としたシステムは存在し
ない．そこで，我々は面白い対話を行う方法の 1 つ
としてボケる対話型システムを提案する．なお，ボ
ケやツッコミには様々な種類が存在するが、本研究
では「ボケ」とはわざと間違った発言をすること，
「ツッコミ」とはボケの間違いを指摘することと定
義する．

2

関連研究

駄洒落やなぞかけ等の笑いに関するシステムの研
究は数多く行われている [1, 2]．これらのシステム
は入力に対して駄洒落やなぞかけ等を出力するとい
う一往復でユーザとのやりとりが完結されている．
駄洒落やなぞかけ等は出力される文そのものが面白
さを含んでいるが，ボケやツッコミは対話そのもの
が面白さを含んでいるという違いがあるため，ユー
ザとの対話を行う必要性がある．
人間とコンピュータとの対話型システムに関する
研究は多数存在する [3, 4]．対話型システムを実現
する主流な方法の 1 つにルールベースがある．ルー
Copyright is held by the author(s).
Kosuke Fujimoto， 電気通信大学，Makoto Okabe， 電
気通信大学/JST CREST， Rikio Onai， 電気通信大学
1
Siri: http://www.apple.com/jp/ios/siri/?cid=MARJP-GOOG-IPHONE
2
しゃべってコンシェル: http://www.nttdocomo.co.jp/
service/information/shabette concier/

ルベースとは，入力として与えられた文に代名詞が
入っていた場合はこのような文を出力するといった
ようなルールをあらかじめ設定しておき，対話を実
現する方法である．本システムはボケることに限定
しているので，ルール記述のコストが小さいため，
ルールベースで対話を行う．

3

システム概要

本システムは入力としてテキスト情報を受け取
る．入力を解析し，ボケることが可能な場合にボケ
を出力する．その後，出力されたボケに対する入力
からユーザがボケを理解できているのか，ボケに対
しツッコミを入れているのか，ボケに便乗してボケ
ているのかを判定し，それぞれの判定結果に適した
出力を行う．対話の出力には音声合成を用い，シス
テムがボケを出力した場合やユーザがツッコミを入
力した際には効果音を出力する．システムとの対話
例を表 1 に示す．
表 1. システムの対話例

ユーザ：やっぱり徳川家の家紋ってかっこいい
システム：チャラリ〜鼻から牛乳〜
ユーザ：嘉門達夫じゃねえよ．つかベタなぼけ
やなぁ．お前はお笑い芸人の新人かよ
システム：（耳が）でっかくなっちゃった！
ユーザ：それはお笑い芸人のマギー審司だろ
システム：良いツッコミです．話の続きをどうぞ

∗

4

実装

ユーザインタフェースを図 1 に示す．システムが
ボケたり，ユーザがツッコミを入れた部分は対話の
ログの部分で文字サイズを大きくすることにより，
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どこでボケやツッコミが行われたのかを分かりやす
く提示する．

出力されたボケに便乗してボケている状態である．
「疑問」状態の判定はユーザ入力の中に「誰」や
「なに」等疑問を表す言葉が出現する場合にユーザ
は「疑問」状態であると判定し，何故そのようなボ
ケをしたのかの説明を出力する．
「ツッコミ」は入力の語尾から判定する．あらか
じめ漫才で用いられたツッコミを収集したテキスト
データから頻出の語尾を特定し，それらの語尾が出
現していた場合，ユーザは「ツッコミ」状態だと判
定し，入力に対してさらにボケることが可能ならば
ボケを出力する．
「疑問」でも「ツッコミ」でもないものは「ボケ」
状態だと判定し，ユーザに話を続けるよう促す．
本システムは，音声合成と効果音を用いる．音声
合成はシステムによるボケ等の出力の際に用いる．
効果音は，システムがボケた時やユーザがツッコミ
を入れた時に拍手や笑い声等を出力する．

5

図 1. ユーザインタフェース

本システムはボケとして、わざと聞き間違いによ
るボケを出力する．その理由は，大島の研究により
日本人が面白いと感じる話の傾向として「言い間違
い・聞き間違い」による話の割合が一番高いという
ことが判明しているからである [5]．
ボケを出力する際にはまず，入力されたテキスト
情報に対して形態素解析を行い，形態素ごとに分割
する．それらをあらかじめ用意された辞書と比較し，
辞書から文字列が類似している項目を検索する．辞
書には，芸人や歌手，それらに関連するギャグや曲
名等のテキスト情報を Web サイト3 4 を参考にし，
登録している．
文字列の類似度はレーベンシュタイン距離を用い
て判定している [6]．レーベンシュタイン距離は対象
の文字列が，比較対象の文字列に変形するまでに文
字の削除や挿入等の手順がどれほど必要かを求め，
文字列の類似度を判定する手法である．類似した文
字列の項目が存在した場合，その項目を用いて聞き
間違いによるボケを出力する．
本システムは，ボケに対する入力からユーザの状
態を判定する．ボケに対してユーザは，
「疑問」「
，ツッ
コミ」，
「ボケ」の 3 つの状態のいずれかになると仮
定して判定する．
「疑問」とは出力されたボケが理解
できていない状態であり，
「ツッコミ」とはボケに対
してツッコミを入れている状態であり，
「ボケ」とは
3
4

音域.com: http://www.music-key.com/
Yourpedia: http://ja.yourpedia.org/wiki/
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本研究ではレーベンシュタイン距離により類似し
た文字列をあらかじめ用意された辞書から検索する
ことで，わざと聞き間違いによるボケを出力し，さ
らに，音声合成や効果音，文字サイズの変更を用い
てユーザに分かりやすく提示するボケる対話型シス
テムを提案した．
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擬音語アニメーションによる動画音響の可視化手法
王 方舟

柏野 邦夫

永野 秀尚

五十嵐 健夫∗

概要.
動画に含まれる音の情報は，動画の視聴体験を構成する重要な要素である．一方で，実際に視聴者が動
画を視聴する際は，状況によっては必ずしも音を伴って視聴できない場合が存在する．従来，このような状
況下で音の情報を視覚的に補う手段としては字幕が用いられてきたが，そのほとんどが人の発した声を文
字に書き起こしたものであり，声以外の一般的な音の情報に関する表現力は非常に乏しいのが現状である．
本稿では，動画中に生起する音の種類を自動で判別し，擬音語（オノマトペ）を用いて可視化する手法を提
案する．生成された擬音語は音の変化に合わせてアニメーションされる．これにより，動画中に含まれる一
般的な音の種類およびそのダイナミクスを自然な形で可視化し，視聴者に伝えることが可能になる．

1

はじめに

多くの動画コンテンツにおいて，音は重要な役割
を担う．人の話すセリフやナレーションなどの音声
情報はそれ自体が不可欠な情報であるし，それ以外
の音であっても，例えばカーチェイスのシーンでの
エンジンの唸り，サッカーの試合のシーンでの人々
の歓声など，様々な場面において音は視聴者の感情
に影響を及ぼし，映像と合わせて一つの視聴体験を
構築する．一方で，視聴者が動画を視聴する状況は
様々であり，必ずしも常に音が聞き取れるとは限ら
ない．そのような状況下では，動画本来の視聴体験
が大きく損なわれることがある．
従来，このような状況下で音の情報を伝達する手
段としては，字幕が使われてきた．一般的に使われ
ている字幕は，静的なテキストをシーンの進行に合
わせて画面下に表示するものであるが，1) 人手に
よる事前の準備が必要であり，2) 人の声以外の効果
音や環境音に対する表現力が低く，3) 音の生起のタ
イミングや変化を表現できない，などの問題点があ
る．特に，効果音や環境音については，単に「ガラ
スの割れる音」など音の状況を説明する文字列を配
置するものが多く，音が本来持つ視聴体験を高める
働きは失われてしまっている．
この問題を解決するため，本研究では，動画中に
生起する音の種類を認識して擬音語に変換すること
によって可視化し，さらに音の変化に合わせて適切
にアニメーションする手法を提案する．提案手法は
入力された動画から音の情報を自動で認識するため
に人手の介在が不要である．さらに音を自然な視覚
表現である擬音語に変換した上で，音の変化に合わ

図 1. 擬音語アニメーションによる動画音響の可視化例

せて適切にアニメーションすることにより，音のな
い状況下でも豊かな視聴体験を提供することを可能
にする．

2

関連研究

音の種類を識別するための研究は従来より多くな
されてきた [2] これに対し，石原ら [1] は擬音語の表
現力に着目し，環境音を直接擬音語に変換する手法
を提案している．山本ら [3] は，環境音を直接擬音
語に変換し，音の大きさや質に応じた適切なフォン
トを用いて可視化する手法を提案している．一方で
山本らの提案手法は極めて限定された実験環境を対
象としており，単発の短音のみを対象とし，一度生
成された擬音語表示は音の変化に対して静的である
など，実在の動画に対して適用し得るものではない．

3

システム設計

本研究で実装したシステムは，自動車のレース動
画を対象とし，動画中のエンジン音，およびドリフ
トやブレーキの際に発生するスキール音の 2 種類の
音を自動認識して擬音語アニメーションを付与する
ものである．生成する擬音語の種類およびアニメー

Copyright is held by the author(s).
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理工学系研究科 コンピュータ科学専攻, Kunio Kashino
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① 音カテゴリの識別

尤度

特徴ベクトル

...

へ変換

入力動画

② 音量変化の推定

エンジン音

...

音を細かく分割
③ アニメーション生成
音カテゴリ別の音量変化

識別器

動画から抽出した音

特徴ベクトル

時間ごとの尤度

出力動画

図 3. 音カテゴリの識別方法

図 2. アルゴリズムの概要

ションのデザインは，考えうる最もシンプルな形と
して，1) 基本的な音の種類 (エンジン音またはスキー
ル音) に応じてあらかじめ用意された擬音語画像を，
2) 映像の固定位置に表示し，3) 音の大きさに合わせ
た拡大および縮小アニメーションを行うものとする．

4

時間

...

音カテゴリ別の尤度

スキール音

アルゴリズム

提案するアルゴリズムは，音付きの動画を入力と
し，擬音語アニメーションが付与された動画を出力
するものである．アルゴリズムは大きく分けて，1)
音カテゴリの識別，2) 音量変化の推定，3) 擬音語
アニメーションの生成，の 3 つのステップをたどる
(図 2)．
アルゴリズムはまず，入力された動画の音の種類
を識別する．この際に用いる識別器は，ラベル付き
の音データを用いて SVM で機械学習を行うことで
事前に構築しておく．構築する識別器は，0.75 秒の
音の断片から生成された特徴ベクトルを入力とし，
その音の断片がどの音カテゴリに属するかの尤度を
計算するものである．入力された動画の音データを
時間方向に細かく分割し，各断片を特徴ベクトルに
変換して，構築した識別器に入力として与えること
により，動画の時系列に沿って音のカテゴリ別の尤
度が計算される (図 3)．
アルゴリズムは次に，音のカテゴリ別に音量変化
を推定する．推定は，前のステップで計算された音
カテゴリ別の尤度に，元の音の音量を掛け合わせる
ことによって行われる．
アルゴリズムは最後に，推定されたカテゴリ別の
音量変化をもとに擬音語アニメーションを生成する．
アルゴリズムは入力動画を 1 フレームずつ見ていき，
それぞれのフレームに対応する音のカテゴリ別音量
を前ステップの結果から得る．次に，音量が一定の
値以上を超えた音のカテゴリについて，擬音語画像
を生成する．現実装では，システムが予め音の種類
の数だけ準備した擬音語画像をそのまま用いる．最
後に，生成した擬音語を対応する音カテゴリの音量
の大きさに合わせて拡大・縮小し，映像に埋め込む．
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5

議論と今後の課題

環境音から擬音語を生成する研究は以前よりなさ
れてきたが，その多くは入力となる音を日本語に直
接変換することを目的としている [1]．このような手
法は擬音語表現が豊富な日本語に対しては有効であ
るが，一方で他の言語に適用しにくいというスケー
ラビリティの問題や，音の混合に弱いという問題を
抱えている．本稿で提案した手法は音を言葉に直接
変換するのではなく，音の「種類」を認識し，対応
する擬音語に変換するという手法を採用している．
これにより，言語的な表現力を多少犠牲にしつつも，
多言語拡張へのスケーラビリティと音の混合に対す
る一定のロバスト性を確保している．
今後の課題としては，音源物体の位置に合わせた
擬音語の適切な配置がある．これは，一般物体認識
の手法や Saliency 解析などを用いて行うことが考え
られる．音の変化をより自然に捉えたアニメーショ
ンの生成も課題である．例えば，音量の起伏を複数
の立ち上がりと減衰に分割することで，同一カテゴ
リの音についても複数の音がかぶさりあって生起し
ている様子を捉えることが可能になると考えられる．
さらにはアニメーションの要素として，拡大・縮小だ
けではなく，ゆるやかな減衰部分についてはゆっく
りフェードアウトさせるなどといったより自然なア
ニメーションも実現できるようになると考えられる．
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モチベーションの維持を考慮したピアノ学習支援システム
福家 悠人

竹川 佳成

柳 英克∗

概要. 楽器の演奏技術の向上には多大な時間や労力を必要とするため，敷居の高さに利用を断念したり，
習熟効率の低さから挫折してしまう演奏者が多い．鍵盤演奏の敷居を下げるために，学習支援システムが
提案されてきたが，学習者のミスに対して厳格で，打鍵ミスが続くと次に進めないためフラストレーション
がたまり練習へのモチベーションが下がってしまう．そこで，本研究では，モチベーションの維持を考慮し
たピアノ学習支援システムの構築をめざす．

1

はじめに

ピアノ演奏では，譜読み，指示されている鍵への
正確な打鍵，適切な運指 (指使い)，リズム感覚，打
鍵の強弱，テンポなど，さまざまな技術が求められ，
それらの修得には長期間の基礎的な練習を必要とす
る．ピアノ演奏には多大な時間と労力を必要とする
ため，敷居の高さに利用を断念したり，習熟効率の
低さから挫折してしまう演奏者が後を絶たない．従
来システムでは学習者がミスをしないように細心の
注意を払わなければならず，打鍵ミスが重なると次
の音符に進めない状態が続きフラストレーションが
たまり学習者のモチベーション (熟達に向けて練習
を続けたいと思う気持ち) が下がってしまう．
そこで，本研究ではモチベーションの維持を考慮
したピアノ学習支援システムの構築をめざす．

2

関連研究

これまでピアノ学習の支援につながる試みはいく
つか行われている．ビデオや音声による模範演奏の
提示する，Piano Tutor[2] や打鍵すべき鍵，運指，
手本映像を表示するキーボードやソフトウェア [1, 3]
がある．これらはいずれも打鍵情報から演奏を評価
し学習目的に必要な情報を提示しているが，本研究
で提案するミスの許容度は考慮されていない．
演奏の敷居を下げる試みとして竹内らの Two Finger Piano[4] は，どの鍵を弾いても常に正しい音が
出力される．これは，本研究で提案するミス許容度
をすでに導入している事例であり，あたかも演奏し
ているように見せることができる．しかし，本研究
のように段階的にミス許容度を変化させ演奏を学習
するといった学習は考慮していない．

3

設計

3.1

システム構成

提案する学習支援システムのシステム構成を図 1
に示す．演奏者の前面にディスプレイを設置し，ディ
スプレイに楽譜や仮想鍵盤を提示する．また，MIDI
情報 (打鍵位置や打鍵強度) を入力とする．ディスプ
レイに表示された仮想鍵盤と実際の MIDI キーボー
ドとのサイズは一致しているため，仮想鍵盤の鍵上
に提示された情報が MIDI キーボードのどの鍵と対
応しているか直観的に理解できる．

3.2

学習方法

提案する学習方法は許容範囲内の打鍵ミスであれ
ば，学習者が本来弾くべき位置と異なる鍵を打鍵し
たとしても，練習している楽曲の音高データベース
から正しい音高データを取得し，ベロシティ・打鍵
タイミング・離鍵タイミングを残したままで，音高
のみ正しい音高に差し替えて出力する．これにより，
学習者が正確に打鍵できない低い熟達度であっても，
完成度の高い演奏を行えるためモチベーションを維
持しながら練習に取り組める．打鍵位置がミスの許
容範囲外であった場合，誤りであることを意味する
効果音を出力することで学習者が誤りを認識できる
ようにする．なお，楽曲として単音の旋律を想定し
ている．
学習モードの許容度が低くなるにつれ，学習者の
打鍵ミスを許容する範囲が狭くなる．以下で説明す
る学習モードは初心者に向けて，順に許容範囲を狭
くした学習モードである．
エニーキーモード エニーキーモードでは，学習
者はどの鍵を打鍵したとしても正しい音高の音が出
力されるモードである．ベロシティ，打鍵タイミン
グ，離鍵タイミングは学習者の操作がそのまま反映

1 章で述べたように，本研究ではピアノ初心者を

対象としており，五線譜やシステムが生成する補助
∗

情報を活用しながら学習者はある楽曲を一から練習
し，できるだけモチベーションを維持しながら習熟
し，最終的にシステムの補助なしで演奏できるよう
になることをめざす．

Copyright is held by the author(s).
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鍵幅可変モード 鍵幅可変モードは本来打鍵する
べき打鍵位置および鍵の色 (白鍵か黒鍵か) を基準に
指定した鍵数範囲内であれば正しい打鍵とみなし，
正しい音高を出力する．例えば，許容範囲が± 1 で
あれば，本来打鍵すべき位置の両隣りまでを許容範
囲とする．学習者は熟達するにつれ許容範囲を下げ
る．許容範囲 0 が，光る鍵盤 [1] と同じ難度になる．
学習者が前述したモードの練習後，鍵幅可変モード
で練習することを想定しており，前述したモードは
いずれも，現在の打鍵位置を基準に正誤判定を行っ
ていたが，鍵幅可変モードは，楽譜上の音符に対応
する鍵を基準に正誤判定を行う．

3
8

1234
!" # $%&'(

!"/0
891:;<

)) $%/0
)*+,+ -.

*+,+ 53637

図 1. システム構成

される．すでに聞き慣れた楽曲を練習している場合，
学習者はベロシティ，打鍵タイミング，離鍵タイミ
ングを十分に理解しており，単音の旋律であるため，
少しの練習で音長を制御しながら演奏できるように
なる．これにより学習者は完成系をイメージでき，
練習するモチベーションが向上する．ピアノ初心者
が楽譜をみながら，楽譜通りの打鍵位置を正確に打
鍵することが大変困難であることから，最も許容度
の低いモードとして打鍵タイミングだけを意識でき
るエニーキーモードを提案する．
カラーモード カラーモードは，学習者が黒鍵の演
奏に慣れるために有効なモードであり，鍵の色 (黒
鍵あるいは白鍵) が正しければ，システムは打鍵ミ
スと判定せず正しい音高を出力する．鍵盤楽器の他
の楽器と異なる特徴として白鍵と黒鍵の存在がある．
鍵盤をはじめて見た人でも分かる色の違いを楽譜上
の記号から判断できるように慣れることを狙いとし
ている．本モードはエニーキーモードの次に許容度
が低いモードとして設計している．
ディレクションモード ディレクションモードでは，
打鍵位置の方向が正しければ，システムは打鍵ミス
と判定せず正しい音高に差し替えた音を出力する．
次に打鍵する鍵と，現在演奏している鍵が同じ高さ
の場合，同じ鍵を弾く必要がある．初心者であって
も，次に弾く音が現在の音よりも相対的に高いか低
いかは認識しやすいため，楽譜における音符の高さ
が，鍵盤上の横の位置の対応関係にあることを理解
することを狙いとしてディレクションモードを提案
する．
ディレクションカラーモード ディレクションカ
ラーモードは，前述のディレクションモードとカラー
モードを統合したモードである．次の打鍵位置の方
向に加え，鍵の色が正しければシステムは打鍵ミス
と判定せずに正しい音高を出力する．本モードはディ
レクションモードとカラーモードの両方を学習した
後に利用されることを想定している．
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打鍵位置提示無モード これは，打鍵ミスを許容せ
ず仮想鍵盤上に打鍵位置を提示しないモードで，楽
譜上に現在の打鍵位置を示す緑の実線のみを提示す
る．楽譜を見ながら練習する状況とほぼ同じである．

4

実装

3 章で述べた学習支援システムのプロトタイプを実
装した．PC は TOSHIBA 社の dynabook CX/47E
を使用し，MIDI 鍵盤として M-AUDIO 社の eKeys
を使用した．PC 上のソフトウェアの開発は，Windows Vista 上で Processing を用いて行った．

5

まとめ

本研究では，学習者のミスの許容度に注目しモチ
ベーションの維持を考慮したピアノ学習支援システ
ムを構築した．段階的に難度を変更し，その都度，
無理なく少しの練習で高い成功体験を得られるよう
に学習方法を設計した．
今後は，両手演奏や和音を含む場合における学習
方法の拡張や，さまざまな世代を対象とした評価実
験を行う予定である．

参考文献
[1] CASIO：光ナビゲーションキーボード：
http://casio.jp/emi/key lighting/.
[2] R. B. Dannenberg, M. Sanchez, A. Joseph, P.
Capell, R. Joseph, and R. Saul: A ComputerBased Multi-Media Tutor for Beginning Piano
Students, Journal of New Music Research, 19
(2-3), pp. 155–173 (1990).
[3] 竹川佳成, 寺田努, 塚本昌彦：リズム学習を考慮
したピアノ演奏学習支援システムの構築, 情報処
理学会インタラクション 2012, pp. 73–80 (2012
年).
[4] 竹内好宏, 片寄晴弘：Two Finger Piano による
曲想の表現, 情報処理学会研究報告 (音楽情報科
学), pp. 37–44 (2001 年).
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Bezel Check: ベゼル上におけるダブルクロッシングジェスチャ
黒澤 敏文

志築 文太郎

田中 二郎∗

概要. 本稿では携帯型タッチスクリーン端末における新たなジェスチャである Bezel Check を示す．Bezel
Check によりユーザは 1 ストロークの動作にてデータを空間的に配置する事が可能となる．Bezel Check は
ベゼルを開始点として画面端を通過するダブルクロッシングジェスチャであり，以下に示す利点を持つ．1)
素早い操作を行う事が出来る．2) 従来のタッチジェスチャと共存出来る．3) データを空間的に配置出来る．
我々は Bezel Check によりテキストのコピーや Web ページのブックマークを行い，コピーされたデータを
素早く使用出来るシステムデーモンを作成した．

1

はじめに

スマートフォンやタブレット端末等の携帯型タッ
チスクリーン端末はタッチやスワイプ等のシンプル
なジェスチャの組合せにより用いられている．しか
しながら，コピーやペースト等，頻繁に用いられる
コマンドには操作に多くの時間を要するものがある．
例えば， Windows 8 タブレット上においてユーザが
テキストをコピーするためには，テキストを選択し，
ロングタップによりポップアップメニューを表示し，
メニューから「コピー」を選ぶ必要がある．
本稿では，携帯型タッチスクリーン端末において
1 ストロークの動作にて素早くデータを空間的に配
置する事が可能となるジェスチャである Bezel Check
を示す．Bezel Check はピンチやスワイプ等の従来
のタッチジェスチャと競合せず，これらと共存する
事が出来る．

2

関連研究

本手法にて用いられるジェスチャと同様にベゼル
を開始点とするジェスチャが多く研究されてきた [2,
3, 5, 4]．Bragdon らは，ベゼルを開始点とするジェス
チャはモバイル環境において最も速いジェスチャで
あり，ユーザに最も好まれる事を示した [1]．Roth ら
は，ベゼルからのスワイプにより従来のマルチタッチ
ジェスチャと競合せずに操作出来る手法 Bezel Swipe
を提案した [4]．我々は，ベゼルをジェスチャの開始
点としてのみならず終了点としても用いる事により，
物理的空間へデータの配置を行う事を可能にした．

3

Bezel Check

Bezel Check は携帯型タッチスクリーン端末のベ
ゼル上におけるダブルクロッシングジェスチャであ
∗

Copyright is held by the author(s).
Toshifumi Kurosawa， 筑波大学大学院 システム情報工学
研究科，Buntarou Shizuki and Jiro Tanaka， 筑波大学 シス
テム情報系
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(a)

(b)

(c)

図 1. a) Bezel Check の実行 b) 仮想クリップボード（上
部の矩形）の表示 c) ベゼルからのシングルクロッ
シングにより表示されるマーキングメニュー

る．ユーザはまず，テキストまたはウェブページ等
のオブジェクトを通常通りの方法を用いて選択する．
続いて，ユーザはベゼル上にてダブルクロッシング
ジェスチャをする (図 1 左)．即ち，ユーザはチェック
マークを描くようにタッチスクリーンのベゼルから
画面内部へスワイプし，またベゼルへ指を戻す動作
をする．すると，Bezel Check を行ったベゼル付近
の画面端に仮想クリップボード (図 1b 上部の矩形)
が作成され，選択されたオブジェクトのデータがそ
こに格納される．仮想クリップボードに格納された
データを参照するには，ユーザはまずそのデータを
用いるアプリケーションにフォーカスを移す．続い
て，ベゼルから参照したいデータが格納されている
仮想クリップボードをクロッシングするようにスワ
イプする．すると仮想クリップボードを中心にマー
キングメニューが展開されるので，ユーザはその中
から実行したいコマンドを選択し，指を離す（図 1
c）．
また，ユーザは画面端に配置された仮想クリップ
ボードに対して，移動/他の仮想クリップボードとの
統合/消去を行う事が出来る．ユーザが統合された仮
想クリップボードにタッチした際，その内容がその
仮想クリップボードを中心に展開される（図 2 左）．
ユーザは統合された仮想クリップボード内のデータ
を用いたい場合，展開されたデータをベゼル部分か
らスワイプする事により選択し，表示されたマーキ
ングメニューからコマンドを選択し，指を離す（図
2 右）．これにより，ユーザは容易に仮想クリップ
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ボードの位置関係の変更や，データのグルーピング
を行う事が可能となる．

3.1

表 1. 各アプリケーションがアクティブである場合に展開
されるマーキングメニューの内容

アプリケーション
テキストエディタ
Web ブラウザ

利点

Bezel Check はベゼルからのダブルクロッシング
動作のみにより用いる事が出来るため，次に挙げる
利点を持つ．
1. 素早い操作：Bezel Check は 1 ストロークにて
操作できるため，ユーザはコピー等の動作を
通常の方法よりも素早く行う事が可能となる．
2. 従来のマルチタッチジェスチャとの共存：ベ
ゼルからのスワイプ動作には，ピンチや通常
のスワイプ等の従来のタッチジェスチャと競
合せず，これらと共存出来るという利点を持
つ [4]．
3. 空間的なデータ配置：ユーザは画面端の任意の
位置にデータを配置する事が出来る．そのた
め，ユーザはデータをタッチスクリーンの四
辺に分類して配置する事が出来る．また，デー
タは画面端に表示されるので画面の表示領域
をあまり減少させない．

PDF ビューア

アクティブアプリケーションと仮想クリップボード
との間においてデータを送受信するために，システ
ムデーモンはキーイベントを送り， OS から提供さ
れるクリップボードを中継地点として使用する．例
えば，ユーザがテキストエディタをアクティブにし
Bezel Check を実行すると，システムデーモンは選択
されたテキストを OS から提供されるクリップボー
ドにコピーするために Ctrl+C のキーイベントを送
る．その後，システムデーモンは OS から提供され
るクリップボードから Windows API を用いてコピー
されたテキストを取得する．また，ベゼル部分に保
持されたテキストをエディタ上にペーストする際に
は，システムデーモンは Windows API を用いてそ
のテキストを OS から提供されるクリップボードに
コピーし，その後 Ctrl+V キーイベントを送る．

5
図 2. (左) ベゼルからのスワイプによる，複数データが格
納された仮想クリップボードの展開 (右) コマンド
の選択

3.2

アプリケーション

我々は携帯型タッチスクリーン端末において Bezel
Check を提供するシステムデーモンを開発した．本
手法により展開されるマーキングメニューに表示さ
れるコマンドは，端末上においてアクティブになっ
ているアプリケーションに依存して決定される．今
回の実装では，テキストエディタ・Web ブラウザ・
PDF ビューアの 3 種類のアプリケーションを対象に
した．表 1 にそれぞれのアプリケーションがアクティ
ブである場合に展開されるマーキングメニューの内
容を示す．

4

実装

我々は 3.2 節にて述べたシステムデーモンを Windows 8 タブレット上に C# .NET を用いて実装した．
ベゼル上におけるダブルクロッシングジェスチャを
検出するために，我々は画面端にタッチ検出を行う
半透明ウィンドウを配置した．このシステムデーモ
ンは，常にアクティブアプリケーションを監視する．
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マーキングメニューの内容
ペースト/テキスト検索
ペースト/テキスト検索
URL を開く/Web 検索
テキスト検索

まとめと今後の予定

本稿では，携帯型タッチスクリーン端末において
1 ストロークの動作にて素早くデータを空間的に配
置する事が可能となるジェスチャである Bezel Check
を示した．Bezel Check はピンチやスワイプ等の従
来のタッチジェスチャと競合せず，これらと共存す
る事が出来る．
今後は，画像や一般ファイル等のテキスト以外の
データへの対応と，操作速度やエラー率等の定量的
評価，また使用感等の定性的評価を行う．

参考文献
[1] A. Bragdon, E. Nelson, Y. Li, and K. Hinckley. Experimental analysis of touch-screen gesture designs
in mobile environments. CHI ’11, pp. 403–412.
[2] K. Hinckley, J. Pierce, M. Sinclair, and E. Horvitz.
Sensing techniques for mobile interaction. UIST ’00,
pp. 91–100.
[3] S. Kim, J. Yu, and G. Lee. Interaction techniques for
unreachable objects on the touchscreen. OzCHI ’12,
pp. 295–298.
[4] V. Roth and T. Turner. Bezel swipe: conflictfree scrolling and multiple selection on mobile touch
screen devices. CHI ’09, pp. 1523–1526.
[5] M. Serrano, E. Lecolinet, and Y. Guiard. Bezel-Tap
gestures: quick activation of commands from sleep
mode on tablets. CHI ’13, pp. 3027–3036.
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スマートフォンと MAD-SS を用いた長距離センサーノードの開発
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概要.
センサネットワークで広域なネットワークを構築するには、一般的に利用されているセンサでは
通信距離が短いため多くのセンサノードの設置が必要となり長距離通信可能なノードが必要である。また、
山間部でのセンサネットワークインフラの構築では、周囲の環境に強く、電源が大容量バッテリーを持つ
ノードが必要不可欠となる。本研究では広域なセンサネットワークを構築することを目的とし、数理設計
研究所が開発した長距離通信可能なスペクトラム拡散通信技術を耐久性のあるスマートフォンを組み込み
機として実装を行った。

1

はじめに

2

センサネットワークの研究が進化するにあたっ
て、屋内などの限られたエリアから、屋外たとえば
里山などの広域なエリアでのセンサネットワークの
活用が考えられてきている。センサネットワークで
屋外、広範囲での情報取得の需要として、線路の落石
情報や、動物の行動パターンを監視したいというも
のがある。一般的なセンサネットワークを里山など
で利用する場合、通信距離が 100m、長くても 1km
程度であり、多くのセンサノードが必要となる
また、地形の影響により通信距離が短くなるという
問題点があげられる [1]。
里山でのセンサノードの設置は電源の確保が困難
であったり、金銭的コストや時間が多くかかってし
まう。これより里山では少ないセンサノード数で、
広範囲な情報を取得できることが理想である [2]。
本研究では数理設計研究所が開発した MAD-SS
を活用し、長距離通信可能なセンサノードを開発す
ることを提案する。過去に MAD-SS は、DSP を用
いた実装、ARM Cortex-M4F での実装が行われて
きた。受信側では計算能力が求められるため、PC、
ARM マイコンで行われる。今後、さらなる広範囲
での情報取得のため、地形の影響を受けない高い高
度に一時的に簡易な気球などに乗せる時、耐久性の
あるセンサノードが必要となる。そこで、スマート
フォンを利用した長距離通信可能なセンサノードの
提案を行う。

MAD-SS

2.1 MAD-SS の特徴
MAD-SS は、数理設計研究所が開発した「スペク

トラム拡散通信の高速同期法」による長距離通信可
能な技術である。送信方法は一般的なスペクトラム
拡散通信の一つである直接拡散方式であり、受信側
で高速で受信するために特殊な方法を用いている。
通信速度は (10bit/sec) であるが、超低出力で長距
離通信可能である。微弱電波を使用しているため、
免許不要で運用することができる。通信速度は低速
であるがセンサネットワークで扱う情報量は潮位や
温度、湿度などで問題にはならない。
免許不要時の超低出力 (50nW) で MAD-SS を用
いた場合の通信距離と、免許を受けた場合に運用で
きる MAD-SS の通信距離を表 1、表 2 に示す。里
山で十分な電波の受信を行えるために高度でも動作
可能なスマートフォンに MAD-SS を実装すること
を試みている [3]。
表 1. MAD-SS を用いた場合の通信距離 (50nW)

送信アンテナ
高さ
1.5m
6.0m

受信アンテナ高さ
高さ
1.5m
1.5m

周波数
150MHz
150MHz

距離
0.5km
1.2km

表 2. MAD-SS を用いた場合の通信距離 (10mW)

送信アンテナ
高さ
1.5m
6.0m

Copyright is held by the author(s).
∗
Yasuhiro Uchida, 岩手県立大学 ソフトウェア情報学部
ソフトウェア情報学科, Norihisa Segawa, Jun Sawamoto,
and Eiji Sugino, 岩手県立大学,Masato Yazawa,Masaaki
Gokan
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受信アンテナ高さ
高さ
1.5m
1.5m

周波数
150MHz
150MHz

距離
7km
14km
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2.2

MAD-SS の受信手続き

の高速同期法はネイティブコード (C/C++) を用い
る。MAD-SS の中核となる高速フーリエ (FFT) は
ネイティブコードで行う。

従来のスペクトラム拡散通信の受信方法であるス
ライド法を用いた場合、同期を確立するために時間
がかかってしまう。MAD-SS では受信を高速に行
えるように工夫がなされている。以下に MAD-SS
の受信方法（高速同期法）の手順を示す [5]。

まとめとの課題について

4

本研究では MAD-SS の受信部をスマートフォン
に移植を行い、自然環境に強く、大容量バッテリー
を搭載しているセンサノードの開発について提案し
ている。今後として、里山や大気圏まで飛ぶ簡易な
気球上 (図 1) などで正常に受信を行えるかを実験を
行い、センサノードとしての有用性を調べる必要が
ある。長距離通信可能なセンサノードを開発するこ
とで里山などで必要とされる情報を幅広く取得でき
ることを目的としている。

1. 変調符号が変化する位置（トグル点）を検出
2. 拡散コードを一周期分のトグル点をあらかじ

め生成しておき、１と相互相関させて拡散コー
ドのズレ量を推定

3. 2. で求めたズレ量を用いて復調（逆拡散）
4. 逆拡散した搬送波を確認し、受信したスペク
トラムが有効なら取得

従来のスライド法では、拡散符号をスライドさせつ
つ逆拡散を行う。一方、MAD-SS の高速同期法では
同期位置の推定をしてから、逆拡散を行う。MADSS の受信アルゴリズムの一つとして高速フーリエ
変換 (FFT) があり、負荷がかかる処理は DSP を用
いて、省電力、小型化を目的とされた研究がされて
きた。

3

スマートフォンを用いた長距離センサノー
ド

3.1 Android NDK
Android NDK は、Android SDK と利用され
る開発キットである。Android アプリケーション

図 1. MAD-SS の受信機を気球に乗せたイメージ例

の一部をネイティブコードで作成が可能で既存の
C/C++のコードを再利用することができる。Android NDK のライブラリを使用することで Android
の Application framework を介さずに、Android の
内部構成の最下層である Linux のレイヤーの機能を
使えるため、Java で実行するより高速となる [4]。

3.2
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提案システム
楽曲データベース
・替え歌の元となる楽曲を保持
・学習者の知っている曲
や好みの曲で構成

暗記リストの入力
楽曲データベース中の
全ての楽曲と暗記リストが
割り当てられるか判断

学習者
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Overview Scrollbar: ページ全体を概観として表示するスクロールバー
溝口 晃

坂本 大介

五十嵐 健夫∗

概要. 画面に収まり切らない縦長のドキュメントを表示する際，多くのアプリケーションは画面の端にス
クロールバーを表示する．しかし，現在使用されているスクロールバーの殆どは古典的なものであり，改善
の余地が多分に存在する．本研究ではひとつの改善策として，スクロールバー上にページ全体の概観を表
示する手法，Overview Scrollbar を提案する．このような手法を取った時，縦長のページを閲覧する場合に
概観をどのように縮小して表示するのかが問題となってくる．なぜなら縦長ドキュメントのアスペクト比を
維持しつつ概観を表示しようとすると，その横幅が非常に細くなってしまうからである．我々はドキュメン
トの長さに関わらず概観の横幅を一定に保って可読性を維持するために，部分的に縮小率を変化させて概
観を描画する手法を新たに提案し，Overview Scrollbar の性能や問題点を調査するためにユーザスタディを
実施した．

(a)

図 1. ドキュメントと Overview Scrollbar

1

(c)

(d)

図 2. (a)Uniform Scaling (b)Vertical Compression (c)Fisheye (d)Perspective

はじめに

現在使用されているスクロールバーの多くは，ド
キュメントの表示領域を狭めないようにウィンドウ
の端に細長く表示されるようになっている．しかし，
近年ディスプレイの解像度が上昇し，また横長のディ
スプレイが増えてきているため、必ずしもスクロー
ルバーを細長く表示する必要は無くなってきている．
そこで我々は，ページ全体の概観を縮小して表示す
る幅の広いスクロールバー，Overview Scrollbar を
提案してきている (図１)[2]．
Reader’s Helper[1] や Popout Prism[3] では我々
の Overview Scrollbar と似たインタフェースが実装
されているが，これらはドキュメントが縦長の場合に
どう概観を縮小するのかという問題について深く言
及していない．そこで我々は，単純な２種（Uniform
Scaling, Vertical Compression）に加え，新たな縮
∗

(b)

Copyright is held by the author(s).
Ko Mizoguchi, Daisuke Sakamoto, and Takeo Igarashi
東京大学大学院情報理工学系研究科
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小方法を取り入れた２種のスクロールバー（Fisheye, Perspective）を実装し，計４種の Overview
Scrollbar の性能や問題点を調査するためにユーザ
スタディを実施した．

2

提案手法

我々は，概観の縮小方法別に４種類のスクロー
ルバー（Uniform Scaling, Vertical Compression,
Fisheye, Perspective）を設計した (図２)．以下に，
それぞれのインタフェースがどのようにドキュメン
トを縮小して概観を表示するか述べる．
(a)Uniform Scaling: ドキュメントのアスペ
クト比を維持して縮小する．そのため，ドキュメン
トが縦長の場合にスクロールバーが細くなってしま
う事がある．
(b)Vertical Compression: 基本的にはドキュ

WISS 2013

図 3. 実験結果: (左) タスクにかかった時間の平均 (右) アンケート結果の平均

メントのアスペクト比を維持するが，横幅はウィン
ドウの 20%に固定されており，ドキュメントが一定
以上縦長の場合，縦方向にのみ縮小する．
(c)Fisheye: スクロールバー上に焦点領域と背
景領域が存在する．焦点領域ではアスペクト比を維
持して概観を比較的大きく表示する一方で，背景領
域では縮小率を徐々に上げて行き，魚眼レンズのよ
うな視覚効果を出す．ユーザはスクロールバー上で
右クリックすることで，焦点領域を自由に動かすこ
とが出来る．
(d) Perspective: 基本的には Fisheye と同様
のインタフェースとなっているが，Perspective で
は全体を通して横幅が一定で，ウィンドウの横幅の
20%に固定している．

3

はその中から指定された条件に合う変数を探してク
リックする．

3.2

アンケートを通じて参加者の好みを収集した．使
いやすさ・使い慣れやすさ・適切さ・使いたさをそ
れぞれ５段階で評価してもらい，感想・印象などの
任意のコメントも収集した．

4

ユーザスタディ

Overview Scrollbar の性能や問題点を調査する
ためにユーザスタディを実施した．参加者は 12 名
で全員従来のスクロールバーを使用した経験があっ
た．スタディを通して，参加者がそれぞれのタスク
にかかった時間を計測した．
3.1

アンケート

タスク

大きなドキュメントの中から，ある対象を探して
クリックするタスクを４種類設計した．
(1) 画像探索: 参加者は初めに探す対象となる画
像を提示され，その画像をドキュメント内から探し
てクリックする．
(2) 商品探索: 参加者は初めに探す対象となる商
品を指定され，その商品をドキュメント内から探し
てクリックする．商品は色，形などの外見上の特徴
を文章によって指定される．
(3) 往復: 参加者は大きなドキュメント上に設置
された２つのリンクを，上下にスクロールしながら
交互に合計 6 回クリックする．
(4) ソースコード探索: １つの変数がソースコー
ド中の全ての箇所でハイライトされており，参加者

結果とまとめ

実験結果を図３に示す．タスクにかかった時間では
往復タスクに有意な差が確認され，従来のスクロー
ルバーが最も遅く，Vertical Compression が一番
早かった．またアンケート結果では使いやすさでは
Fisheye，Perspective が低く評価され，慣れやすさ
では Vertical Compression が高く評価される傾向
にあった．
全体を通して高性能だった Vertical Compression
は既に実用的であると考えられる．Fisheye や Perspective の性能はそれほど高くなかったが，焦点領
域を移動するインタフェースをユーザにとってより
直感的にすることで，性能が上昇する余地は存在す
ると考える．

参考文献
[1] J. Graham. The reader’s helper: a personalized
document reading environment. In Proc. of CHI
’99, pp. 481–488. ACM, 1999.
[2] K. Mizoguchi, D. Sakamoto, and T. Igarashi.
Overview Scrollbar: A Scrollbar Showing an Entire Document as an Overview. In Proc. of INTERACT ’13, pp. 603–610. Springer Berlin Heidelberg, 2013.
[3] B. Suh, A. Woodruff, R. Rosenholtz, and
A. Glass. Popout prism: adding perceptual principles to overview+detail document interfaces. In
Proc. of CHI ’02, pp. 251–258. ACM, 2002.
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行動ログの入力を支援するユーザインタフェースの設計と実装
鈴木 孝宏∗

美馬 義亮†

概要. 本稿では，スマートフォンを利用した行動ログの入力作業を支援するユーザインタフェースを提案
し，それを用いたプロトタイプシステムのアイディアを示す．ここで提案するユーザインタフェースは，現
実世界に存在する様々な状況を一般化して二次元平面に構成したものであり，その平面をユーザがタップす
ることによって行動ログの入力を可能にするものである．このユーザインタフェースを用いたプロトタイプ
システムでは，ユーザのタップ操作をトリガーに行動を報告するテキストを自動的に生成し，行動を適切に
言語化して記録可能にする．これにより，生成されたテキストを日記に使用したり，Twitter に投稿してラ
イフログとするなど，行動記録を目的とした文章作成・入力にかかる負担を軽減できる可能性がある．

はじめに

1

本稿では，スマートフォンを利用した行動ログの
入力作業を支援するユーザインタフェースを提案す
る．ここで提案するものは，現実世界に存在する様々
な状況を二次元平面に構成したものであり，それを
ユーザがタップすることによって行動ログの入力を
可能にするものである．このユーザインタフェース
を用いて実装したプロトタイプシステムでは，ユー
ザのタップ操作をトリガーに行動を報告するテキス
トを自動的に生成し，行動を適切に言語化して記録
可能にする．これにより，日記の文章作成が容易に
なったり，Twitter に投稿してライフログとするな
ど，行動記録を目的とした文章作成・入力にかかる
負担を軽減できると予想している．

1.1

スマートフォンを利用したライフログ

ライフログは，日常生活のすべてをデジタルデー
タで記録することである．デジタルで記録すること
により，いつでも過去に遡って記憶を取り出せるメ
リットがある．記録のテーマは行動を書き留めた日
記にとどまらず，日々の食事，訪れた場所，体調管
理，育児記録などと多岐にわたる．記録のためのツー
ルは，カメラや GPS 機能の付いたスマートフォン
であることが多い．スマートフォンではライフログ
を目的としたアプリケーションも多く存在し，人気
の具合を知ることができる．
本稿で扱う行動ログは，日々の行動のすべてを記
録するライフログであり，日記に近い．しかしなが
ら，ログを記録しようとする度にテキスト入力や位
置情報の入力などユーザの操作が必要で，記録にか
かる負担が大きい．センサ情報を用いてログを自動
記録するアプリケーションや，記録するテーマに合
わせた独自のユーザインタフェースを備えたものも
∗
†

存在するが，記録がセンサ情報に限定されたり，言
語化して記録できるものはまだ少なかったりと課題
がある [1]．このことから，行動記録に必要な操作ス
テップを減らし，テキストも自動生成することによ
り，記録にかかる負担を軽減できると考える．
本稿で提案するプロトタイプシステムでは，スー
パーマーケットでの行動記録を対象とした．行動記
録を支援するためのユーザインタフェースを用い，
少ない操作ステップでユーザの行動を適切に言語化
する．このことにより，行動ログの記録にかかる負
担の軽減，テキストとして記録する際の文章作成の
負担を軽減する可能性がある．

2

行動ログの入力を支援するインタフェース

本稿で提案するインタフェースは，現実世界に存
在する状況を二次元平面に構成し，タップ操作によっ
て行動ログを記録できるようにしたものである．図
1 左の例では，スーパーマーケットに買い物に訪れ
た際に，どんな買い物をしたかを記録する用途に特
化させたインタフェースを用いたプロトタイプシス
テムである．

店内マップ

品名表示領域

Copyright is held by the author(s).
公立はこだて未来大学大学院システム情報科学研究科
公立はこだて未来大学システム情報科学部

図 1. スーパーマーケット店内のイラストによるインタ
フェース（左）と，パラメータ設定画面（右）
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2.1

インタフェースの設計

図 1 左で示したインタフェースは，スーパーマー
ケットの店舗全体の配置を表現している．これは，
特定のスーパーマーケット店内を意図したものでは
なく，一般の店舗に共通して存在するコーナーを配
置したものである．このことは，ユーザの持ってい
る一般的な店舗イメージを反映していると言え，ま
た特定の店舗に依存しない行動ログの記録を可能に
している．
画面最下部には 3 つのテキスト (品名表示領域) を
配置した。ここに表示された 3 つの品名から 1 つを
ユーザが選択することで，購入する品物の数や大き
さを決める画面（図 1 右）に遷移する．その画面で
各パラメータを設定することで，行動ログとなる文
書が自動的に生成される．

2.2

文章の生成

行動ログとなる文章は，予め用意したテンプレー
トに，品名・大きさ・数量を挿入することで生成し
ている．今回のプロトタイプで生成する文章のテン
プレートは，
「(大きさ)(品名) を (数量) 買った。」と
いう形式で用意した．これによって，
「大きいじゃが
いもを 4 つ買った。」などの文章を自動で生成する
ことが可能である．
品名については，ユーザに提示する店内全体のイ
ラストと対応する縦 10 ×横 10 のセルを持った商品
名リストに用意してある（図 2）．店内イラストは
拡大縮小して表示することが可能である．このため，
品名表示領域に表示する 3 つのテキストは，画面に
表示されているイラストの範囲に対応するリストか
らランダムにピックアップすることで表示している．
店内マップ（全体）

品名リスト

店内マップ（拡大）

10 x 10 のセルを用意

図 2. 店内のイラストマップと商品名リストの対応

3
3.1

対してユーザの持っているイメージを崩さぬまま操
作できる工夫であると言え，システム操作にかかる
負担軽減にも繋がると考えている．
行動ログの負担軽減と記録できる行動の追加

3.2

ユーザの負担軽減のためには，ユーザの行動パ
ターンを学習し，ユーザの次の行動を予測してユー
ザインタフェースを提示する必要がある．そのため
には，スーパーマーケットだけでなく日常生活のあ
らゆる状況を二次元平面に構成し，感情も記録でき
るようにするなど，より多くの行動記録に対応する
ことが課題である．記録できる行動が増えることで，
ユーザの行動パターンを学習でき，その履歴から次
に使用するインタフェースの予測が可能となる．
文章生成のアルゴリズムの検討

3.3

このシステムでは，行動記録となる文章のテンプ
レートと状況を関連づけているが，数多くの文章表
現に対応するには工夫が必要である．予め用意する
文章のテンプレートに多数の表現を持たせるには，
正規表現で記述したテンプレートを用意する方法を
用いることで，似たような意味や構造を持つ文章を
大量に生成することができる．さらに，それらの文章
をセンサ情報等をもとにフィルタリングすることで，
より適切な文章生成が可能になると考えている．こ
の考え方は，展開ヘルプ [2] で用いられた Generate
and Filter という手法を参考にしている．

4

まとめ

本稿では，スマートフォンを利用した行動ログの
入力作業を支援するユーザインタフェースの設計と，
それを用いて実装したシステムのアイディアを提案
した．このシステムは，ユーザの行動記録にかかる
タップ操作を減らし，行動記録のテキストを自動的
に生成する．システムが自動的に言語化することは，
行動ログのための文章作成・入力にかかるユーザの
負担軽減にも繋がる．記録できる状況・行動の種類
が増えていけば，終日の行動記録をもとに日記を自
動生成することも可能になり，日記執筆の負担軽減
も可能になるのではないかと考えている．
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本稿における研究は IPA2013 年度未踏 IT 人材発
掘・育成事業の支援のもとで行われている。

今後の展望と課題
システムの特徴と可能性

参考文献

本稿で提案した行動記録を支援するユーザインタ
フェースは，現実世界に存在する状況を二次元平面
に構成するために，状況を一般化したイラストをイ
ンタフェースに用いた．これにより，特定の状況に
依存せず，類似する様々な状況に対応できるものを
設計できる可能性がある．このことは，ある状況に

[1] C. G. Bell, J. Gemmell, and 飯泉恵美子. ライフ
ログのすすめ: 人生の「すべて」をデジタルに記
録する!, pp.257-311, 早川書房, 2010.
[2] 増井俊之. 展開ヘルプ. インタラクション 2012 論
文集, pp.89-96, March 2012.
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ペイントアプリケーションにおけるタッチアクションを用いたエフェクトの
提案
武藤 寛

井川 裕貴

瀬川 典久

杉野 栄二

澤本 潤∗

概要. 近年タブレット端末が普及してきているとともに、タブレット端末用のアプリケーションを用いて
絵を書く人が増えてきた。従来のペイントアプリケーションでは、画面上のキャンバスの上部や側部にペン
の種類や色、太さを変更するためのツールバーが表示されている。しかし、これらの機能性が操作を複雑に
し、自由な発想を妨げていた。そこで本研究では、シンプルなインターフェースを持つ enchantMOON を
用いて、自由な発想を実現する操作方法として手を使った鉛筆エフェクトを提案する。

1

はじめに

本格的なイラスト描画を行うデジタルデバイスと
してペンタブレットや液晶タブレットが挙げられる
が、近年タブレット端末が普及してきているととも
に、タブレット端末用のアプリケーションを用いて
絵を書く人が増えてきた。タブレット端末で絵が描
ければ、改めて機材を買い揃える必要がなく、趣味
や遊び目的で絵を描く人にも容易に環境が整う。
従来のペイントアプリケーションでは、インター
フェースとしてウィンドウの中央に描画用のキャン
バスがあり、上部や側部にツールバーというレイア
ウト構成がほとんどである。それらのツールを使っ
て描いたものに対してエフェクトをかけるが、その
操作は直感的なものではなく、使い方を覚える必要
がある。これでは単純に絵を書くことが目的である
のにも関わらず、手間が増えてしまった。そして、こ
の手間がユーザにストレスを感じさせていた。デッ
サンやアイディアスケッチの場合このようなストレ
スを感じることは発想の妨げになってしまう。
本研究ではシンプルなインターフェースを持つ
enchantMOON を用いて、自由な発想を実現する
操作方法として手を使った鉛筆エフェクトを提案す
る。具体的にはツールバーの代わりに手によるタッ
チイベントを用いる手法である。ここで手を使う意
味として、現実世界で絵を描く際に紙と鉛筆を使う
というシチュエーションを想定している。筆跡の周
りをぼやかしたいときは紙を指で擦るようにデジタ
ルデバイスも画面を擦ることでぼやけるのが理想だ
と考えた。
今回の研究で用いた enchantMOON は iPad や
Android タブレットとは異なる斬新なインターフ
ェースで話題を呼んだ。iPad や Android について
も従来のパソコンと比べて直感的な操作が可能では
あるが、まだまだ使いこなせないという声も多く耳
∗
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にする。そこで本研究の延長で鉛筆に限らずに様々
なエフェクトについても現実世界に近いアクション
で行うことにより、デジタルデバイスをアナログと
同様な操作ができればユーザへの負担を解消できる
と考えられる。

2

関連研究

ペイントアプリケーションのツール選択のイン
ターフェースとしてユーザが自由にレイアウトを変
更できるシステム [1] や音声入力を用いる研究 [2] が
ある。音声入力を用いる手法ではオノマトペを用い
ることで、感覚的にツールを選択することができ、
絵を描く事が楽しくなる。音声入力では場所を選ん
でしまうという欠点があった。本研究では手の動作
を用いることでこの欠点を改良することができた。

3

enchantMOON

本研究で用いる enchantMOON[3]（図 1）とは、
ユビキタスエンターテイメント社が開発したタブ
レット端末である。ほとんどの操作をデジタイザー
ペンによる手書きと指のタッチ（図 2）のみで行う
シンプルなインターフェースである。筆跡ストロー
クのデータ構造は、X,Y の座標と筆圧の 3 つで構
成されていて JSON 形式で保存される。ストロー
クはオブジェクトとして扱うことができ、さらに、
JavaScript で記述したプログラムを機能として追加
することができる。本研究の実装にあたってこのイ
ンターフェースとストロークに対する動作への機能
追加の容易性から、enchantMOON が最適である
と考えた。、

4
4.1

提案するシステム構成
システム概要

本システムは enchantMOON のシールを用いて
機能を追加するので、JavaScript で実装される。以
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ることができた。

5

まとめと今後の課題

本研究では enchantMOON を用いて、自由な発
想を実現する直感的な操作方法として手を使った鉛
筆エフェクトを提案・試作を行った。これによりユー
ザは現実世界に近い紙と鉛筆を用いる感覚でデッサ
ンやアイディアスケッチが可能となる。
今後はエフェクト処理について調査を進めて、よ
り鉛筆に近い表現ができるように改良を加えていき
たい。

図 1. enchantMOON 全体図

参考文献
[1] 飛田博章 磯 大輔 暦本淳一 VelvetPath:スケッチと
ペイント操作によるレイアウトデザインシステム,
情報処理学会論文誌 44(11), 2528-2537, 2003-1115
[2] 神原 啓介 塚田 浩二 オノマトペン 第 16 回インタ
ラクティブシステムとソフトウェアに関するワー
ク ショップ (WISS2008), http://www.wiss.org/
WISS2008Proceedings/papers/paper0023.pdf

図 2. enchantMOON における指での指示例

[3] enchantMOON ; The Hypertext Authoring
Tablet http://enchantmoon.com/

下に動作フローを示す。図 3 に、本システムの動作
を示す。

1. ペンで絵を描く。
2. タッチしてシールを実行。
3. 指で筆跡を擦る。
4. 擦った部分の筆跡がぼやける。
本システムは、ペンで書くという動作と擦るとい
う動作を区別する。それぞれペンイベントとタッチ
イベントで異なる処理を施す。ペンイベントでは描
画を行う。タッチイベントでは指が画面に接したタッ
チダウンイベント、そこから移動するタッチムーブ
イベント、指を離すまでのタッチアップイベントの
3 段階に分けられる。エフェクト処理はムーブイベ
ントに対して行う。
エフェクト処理はプロトタイプのため筆跡スト
ロークデータの筆圧を下げることで、筆跡を薄くす

図 3. 本システムの動作フロー
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デジタルコンテンツ生成のためのクラウドソーシングによるパラメタ最適化
小山 裕己

坂本 大介

五十嵐 健夫∗

概要. 写真補正，スライドの作成，CG 技術による画像生成など，多くのデジタルコンテンツ制作の過程
には，パラメタ最適化，すなわち最適なパラメタセットを探索するという作業が含まれている．この作業
は，人間の美的感覚に基づいて実行されるため，機械のみによって自動化することが困難である．本研究で
は，クラウドソーシング技術によるヒューマンコンピュテーションを用いることで，このようなパラメタ最
適化を自動化する手法を提案する．我々の手法は，最適化のために必要なタスクを，2 つのパラメタセット
間の相対的なランク付けという単純なマイクロタスクに分割するという点が特徴的である．

1

はじめに

CG 技術を用いて画像や映像を制作する際，制作
者は各種パラメタの微調整に多くの時間を取られる
ことが問題となっており，多くの研究者がこの問題
に取り組んでいる．また CG 技術に限らず，一般の
デジタルコンテンツ生成においてもこのようなパラ
メタ最適化の作業が多く見られ，専門家，一般ユー
ザ問わずこのような作業には多大な時間をとられて
しまう．こうしたパラメタ最適化は機械による自動
化が困難であることが多い．その理由は，パラメタ
セットの良し悪しの評価が人間の美的感覚に基づい
ていることが多いためであると考えられる．
そこで本研究では，特に近年注目されているマイ
クロタスク型のクラウドソーシングを用いたヒュー
マンコンピュテーションをシステムの内部で活用す
ることにより，従来は困難であった美的感覚に基づ
くパラメタ最適化の自動化を行う手法を提案する．

2

関連研究

ヒューマンコンピュテーションとは，人間を明確に
計算資源と見做して問題解決の手段として用いるこ
とである．またクラウドソーシングとは，不特定多
数の人からなる群衆 (crowd) に対し，主にインター
ネットを通して業務を外部委託 (outsourcing) する
ことである．近年，Amazon Mechanical Turk1 な
どのサービスの登場により，例えば数秒から数分程
度で終えることができるような非常に小さなタスク，
すなわちマイクロタスクを，数百や数千という大量
のワーカに安価に行ってもらうなどといった，大規
模かつ流動的な雇用が可能となっている．
このようなマイクロタスク型クラウドソーシング
を用いてヒューマンコンピュテーションを実現する
Copyright is held by the author(s).
Yuki Koyama, Daisuke Sakamoto, and Takeo Igarashi,
東京大学
1
http://www.mturk.com/
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という研究が近年多く提案されている [3]．これら
の研究の多くは，コンピュータビジョン，自然言語
処理，データベースにおけるタグ付け処理，機械学
習における教師データの生成などにクラウドソーシ
ングを活用するという，主にコンテンツの理解のた
めの研究に分類される．本研究の目的はコンテンツ
の理解ではなく生成であり，これらの研究とは目的
が異なる．

3
3.1

提案手法
想定するパラメタの種類

本研究で対象とするパラメタとは，写真補正にお
ける明るさやコントラスト，CG におけるマテリア
ルの設定，カメラの姿勢，要素の配置，手続き的モ
デリングのパラメタなど、コンテンツ生成のために
ユーザが指定する連続的な値の集合である．特に数
百次元や数千次元といった，パラメタ空間の次元が
高い場合も想定する．

3.2

マイクロタスク

クラウドソーシングでは不特定多数の人間にタス
クを委託するため，タスクそのものは特別なスキル
を必要としないできるだけ単純なタスク，すなわち
マイクロタスクとすると効果的である [2]．そこで
本研究でもマイクロタスクを採用する．
まず，対象とするパラメタ空間からランダムに 2
点選出し，それぞれのパラメタセットに対応する画
像を生成しておく．それぞれのマイクロタスクでは，
これら 2 枚の画像を同時に見せ，相対的にどちらの
方が「好み」の度合いが大きいかを点数付けしても
らう．Gingold ら [2] や Chaudhuri ら [1] の手法と
同様に，度合いの相対値を点数付けしてもらうこと
によって，1 枚の画像に対して度合いの絶対値を点
数付けしてもらう場合よりも，より妥当な結果が得
られることが期待される．
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3.3

パラメタ空間の解析

上述のマイクロタスクによって得られるデータは，
パラメタ空間における 2 点における相対的な「好み」
の度合いの差の集合である．このようなデータから，
パラメタ空間全体の「好み」の分布を推定するため
に，本手法では適切なエネルギーを定義し，エネル
ギーの最小化問題として定式化するというアプロー
チをとる．エネルギーの定義は，連続的なパラメタ
空間を扱うという仮定から近傍のパラメタセットの
「好み」の度合いをスムージングする項，及び「好
み」の度合いの相対的な差を保つような制約を表す
項の 2 つを足し合わせたものとする．

4

図 1. 実際のタスクの様子．

実験

本研究のアプローチの妥当性を確認するため，写
真補正を例に簡単な実験を行った．今回の実験では，
明るさ，コントラスト，彩度の 3 つのパラメタから
なるパラメタ空間を対象とした．
クラウドソーシングのプラットフォームとしては，
CrowdFlower2 で利用可能な全てのサービス，地域
を対象とした．また，クラウドソーシングにおける
回答の品質管理については，本実験では duplication
と呼ばれる手法 [2] を使用した．

(a)

(b)

図 2. (a) 元の写真．(b) 実験で得られた最適なパラメ
タセットに基づいて生成された写真．
高

条件： 今回の実験ではパラメタ空間中から 2000 点
をランダムにサンプリングし，その中からランダム
に 2 点ずつペアにして，合計で 1000 ペアについて
の比較結果を集めた．図 1 に比較，及び評価を行う
ために実際に使われた画面の例を示す．
結果： 図 2 (a) に示す写真を入力として実験を行っ
た結果として推定された最適なパラメタセットを元
に，図 2 (b) に示す写真が得られた．本実験では合計
で 4.00 USD の報酬がクラウドワーカに支払われた．

5

考察

我々は実験結果としてある程度期待通りのものが
得られたと考えているが，コンテンツ生成には厳密
な正解があるわけではないため，本手法の妥当性の
評価方法は本研究の大きな課題であると考えている．
また本手法の有用性の評価としては，機械による自
動最適化との比較，及び同額の報酬という条件下で
クラウドによって生成された結果と専門家によって
生成された結果との比較という 2 つの方法を考えて
いる．
手法の改善課題としては，パラメタ空間において
最適解が存在すると思われる領域を重点的にサンプ
リングすることによって，より少ない比較回数で，結
果としてより安価に同等の結果を得ることができる
と考えている．そのために，前のクラウドワーカの
2

http://crowdflower.com/
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低

図 3. 推定した「好み」の度合いを可視化した様子．横
軸は明るさ，縦軸はコントラストを表している．こ
こでは二次元画像として可視化するため，彩度に関
して適切な断面を選び，その付近を表示している．

回答結果を元に，次のクラウドワーカのタスクを動
的に生成するような手法を考案していく予定である．

参考文献
[1] S. Chaudhuri, E. Kalogerakis, S. Giguere, and
T. Funkhouser. Attribit: content creation with
semantic attributes. In Proc. of UIST ’13, pp.
193–202, 2013.
[2] Y. Gingold, A. Shamir, and D. Cohen-Or. Micro
perceptual human computation for visual tasks.
ACM Trans. Graph., 31(5):119:1–119:12, 2012.
[3] A. J. Quinn and B. B. Bederson. Human computation: a survey and taxonomy of a growing field.
In Proc. of CHI ’11, pp. 1403–1412, 2011.
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UnReC：文字入力に基づいた Undo/Redo
大江 龍人

志築 文太郎

田中 二郎∗

概要. テキストエディタの Undo/Redo では，ボタンやショートカットを用いて履歴を一度ずつ操作する
手間があり，Undo/Redo 操作後に文章を上書きした際 Undo/Redo が不可能な場合がある．この問題を解
決するために，我々は履歴から任意の時点を選択し Undo/Redo を行うことが可能であるインタフェースの
有効性を調査している．現在，この目的のために文字入力に基づいた Undo/Redo インタフェースである
UnReC を開発している．UnReC を用いることにより，ユーザは過去に入力した文字列をキーとして履歴
内を検索し，その時点まで Undo/Redo を行うことが可能である．本論文では UnReC を用いた操作手法と
実装を示す．

序論

1

履歴から任意の時点を選択する Undo/Redo を可
能にした Selective Undo [1] は，選択した時点のみ
の Undo/Redo を可能にしたが，一般的な線形の履
歴に対応していない．また Regional Undo [2] は，
一部の範囲内のみに Undo/Redo の対象を絞ること
を可能にしたが，任意の時点に戻ることが出来ない．
任意の時点に戻ることが可能である木構造の履歴に
対応したものとして，Emacs の Undo Tree1 や Vim
の Gundo2 が挙げられる．しかし，これらの環境に
おいてユーザは，ある時点へ到達するために木を探
索する必要がある．
我々は履歴から任意の時点を選択し Undo/Redo
を行うことが可能であるインタフェースの有効性を
調査している．現在，この目的のために文字入力に基
づいた Undo/Redo インタフェースである UnReC
を開発している．図 1b に示す様に UnReC を用いる
ことにより，ユーザは過去に入力した文字列をキー
として履歴内を検索し，その時点まで Undo/Redo
を行うことが可能である．なお，我々は UnReC の
名前を Undo/Redo by Characters Input（文字入
力に基づいた Undo/Redo）の頭文字から命名した．

テキストエディタにおいて Undo/Redo を行う場
合，ユーザは図 1a に示す様に線形の履歴から一度
ずつ操作する．この Undo/Redo 操作において目的
の時点へ Undo/Redo を行うためには，ユーザは複
数回の操作を用いて履歴を探索する必要がある．ま
たこの環境では，履歴から任意の時点を選択するこ
とが出来ないため，複数回の操作を用いて履歴を探
索する手間がある．さらに，ユーザが Undo/Redo
操作後に文章を上書きした際 Undo/Redo が不可能
な場合がある．

a

Target

History
Traditional Undo/Redo

b

Input shortcut

History

2

UnReC

UnReC を実際に使用している例を図 2 に示す．
図 2 に示す様に，ユーザはテキストエディタと共に
UnReC を使用する．UnReC の文字入力フォーム
に文字列を入力すると，過去の文字入力時点のスク
リーンショットが閲覧出来る．そのスクリーンショッ
トをマウスクリックすることにより，その時点まで
Undo/Redo することが可能である．

Reach the past point using characters input
UnReC
図 1. a）通常の Undo/Redo，b）UnReC を用いた
Undo/Redo．

Copyright is held by the author(s).
Tatsuhito Oe, 筑波大学大学院システム情報工学研究科,
Buntarou Shizuki and Jiro Tanaka, 筑波大学システム情
報系
1
http://www.emacswiki.org/emacs/UndoTree
2
http://www.vim.org/scripts/script.php?script_
id=3304

∗

3

UnReC の応用
UnReC の応用として「簡易なバージョン管理」

と「過去の文章の再利用」が挙げられる．それぞれ
以下に説明する．
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履歴から「コミット」と入力した時点を検索

a

関数を定義

b
c

定義した関数を参照

図 3. 過去の文章の再利用例．a）コーディング中に関数
を定義する，b）必要な際に定義した関数を参照す
る，c）過去の関数を現在のコードに再利用する．

図 2. UnReC の使用例．この例において，ユーザは
「コミット」と文字入力した時点を履歴から検索し，
そこまで Undo を実行しようとしている．

UnReC を用いることにより，あらかじめメタな
文字列を入力し，その時点まで Undo/Redo を行う
簡易なバージョン管理が実現可能である．例えば図 2
において，ユーザはコーディング中に戻りたい時点
を定義するために「//ここでコミット 1」や「//コ
ミットしとく 2」等の文字列を入力している．その
後 UnReC の文字入力フォームに「コミット」と入
力し時点を検索する．最後に，出現したスクリーン
ショットをマウスクリックすることにより，コミッ
トした時点まで Undo 可能である．
UnReC の別の応用として，図 3 に示す過去の文
章の再利用がある．この例においてユーザはコーディ
ング中に関数を定義し（図 3a），その後，関数が不
要だと考え削除し，数時間コーディングを続けてい
るものとする．ここで改めて関数が必要になった場
合，ユーザは UnReC の文字入力フォームに関数名
や定義時のコメントを入力し（図 3b），UnReC 上
に表示されるスクリーンショットをクリックしさえ
すれば，過去の関数の参照及び再利用が可能である
（図 3c）．

4

「全文章」，
「スクリーンショット」から構成される．
この保存処理は，通常の Undo/Redo では削除され
る文章も全て保存するため，任意の時点における
Undo/Redo が可能になる．
検索：UnReC の入力フォームに文字列が入力され
ると，システムはその文字列が検索用の 1 行文字列
に含まれているか否かの判定を行う．含まれている
場合，保存したスクリーンショットを表示する．この
際スクリーンショットの順序は，1 行文字列と入力フ
ォームの類似度順にて表示される．ユーザがスクリー
ンショットを選択すると，システムは Undo/Redo
処理を実行する．
Undo/Redo 処理：現在の全文章を全て削除し，過
去の全文章を貼り付けることにより，Undo/Redo
を行う．

実装

UnReC の実装は保存，検索，Undo/Redo 処理
から構成される．今回，我々は Ubuntu 上の Gedit
テキストエディタのプラグインとして UnReC を実
装した3 ．
保存：エディタにおいて 1 行分の文字列が入力さ
れるごとに，システムはその時点における状態を保
存する．保存する内容は，
「検索用の 1 行文字列」，
3

関数の再利用

svn checkout https://subversion.assembla.com/
svn/oe_public_projects/Gedit_UnReC

5

結論と今後の発展

本論文では，履歴から任意の時点を選択し Undo/
Redo を行うことが可能であるインタフェースであ
る UnReC を示し，さらに UnReC を用いた操作手
法と実装を示した．
今後は UnReC を様々なユーザに使用してもらう．
実際に使用したユーザの意見を反映させることによ
り，UnReC をより実用的なシステムとする．

参考文献
[1] T. Berlage. A Selective Undo Mechanism for
Graphical User Interfaces Based on Command
Objects. ACM Trans. Comput.-Hum. Interact.,
1(3):269–294, 1994.
[2] Y. Kawasaki and T. Igarashi. Regional Undo for
Spreadsheets. In Proc. UIST 2004 Demostration
Abstract, pp. 1–2. ACM, 2004.
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どこでも「いいね！」ボタン:位置評価情報の提示によるユーザの興味に関す
る研究
佐々木 佳祐

寺田 実∗

概要. ニュースや新聞から得られる情報には速さと正確さが求められるが, 新製品やイベントなどの情報
を公開する側は, ユーザの興味を引きつけておくためにあえて少ない情報を公開するという方法を選ぶこと
も多い. そこで本稿では,「入手するまでの速度は速いが内容がある程度隠れている情報」はユーザの興味
を引くであろういう仮説を立てた. さらに, 仮説の検証のために適していると思われる情報として緯度や経
度といった位置情報に着目し, スマートフォン上に現在地点に関する好感/嫌悪感の二値評価を投稿, 集約,
表示するアプリケーションを作成, 運用することで, 仮説の妥当性について考察を行った.

1

はじめに

仮説 1. 実世界においてユーザは, 自分以外の誰かが
「良い」「悪い」といった評価を下したある地
点について何らかの興味を持つはずである

昨今の情報通信技術と Twitter を始めとするソー
シャルネットワーキングサービスの普及により, 「今,
どこで何が起きているのか」という情報を限りなく
リアルタイムに取得することが可能となってきてい
る. ネットワークを通じて友人の行動や催し物の情
報を把握し, その日の予定を立てるといったことも
珍しくない.
一方, 新製品やイベントの情報などを公開する側
の情報提供者は, 情報の一部を隠しつつ小出しに公
開する, という手法を用いる場合がある. 代表的な
例として「ティザー広告」という手法が挙げられる.
広告は一般的に, 商品の名称や機能, 外観, 価格など
のセールスポイントとなる部分を打ち出すものだが,
ティザー広告では具体的な情報を敢えて隠し, 消費者
が能動的に注意を向けることを目的としている. 大
手企業やイベントなど, ブランド力の高いベンダー
によるティザー広告は, それ自体が大きな話題とな
る場合も多い.
以上 2 つの要素を組み合わせると,「リアルタイ
ムでありながら一部が隠れている情報」は, 正確な
情報の全貌が明らかになるまでは消費されず残るた
めに情報の寿命が長く, よりユーザの興味を引ける
のではないかと考えられる.
そこで本稿では, 情報を制限することによるユー
ザの興味について以下の 2 つの仮説を立案し, 仮説
を基にした「最もユーザ興味を引くことのできる情
報の隠し方」について検討するため, 我々の生活に
おいて身近な情報である緯度, 経度の情報を利用し
た実世界におけるリアルタイムな位置評価情報共有
システムを提案, 手始めに情報の隠蔽度を最大限に
高めたシステムを実装し, 運用実験を行った.
∗

仮説 2. ある地点で起きている事象全ての情報と, 仮
説 1 における二値の情報の間に, ユーザの興味
を最も換気するポイントが存在する

2
2.1

提案システム
概要

本研究における仮説を検討するために,「実世界に
おける位置評価情報共有システム」を提案する (図
1). システムは,GPS 機能を持った携帯端末から, あ
る緯度および経度に対して, ユーザがその位置に対
して抱いた「好感」または「嫌悪感」の二値の情報
を収集する. また, 収集された二値の情報は, システ
ムが表示する地図上に散布される (図 2(a), 2(b)).
本システムでは, 仮説 1 における「リアルタイム性」
と「制限された情報」の両者を満たしていると考え
られる. リアルタイム性においては,

• 地図を開いた際にリアルタイムな評価の情報
がすぐに取得できる

情報の制限という面では,

• 「誰が」評価したのかわからない

• 「何故」評価されたのかわからない

• そこに「何があるのか」は実際に行ってみな
いとわからない

という点が挙げられる. ユーザに提示される情報は
あくまで「誰かが好感, または嫌悪感を抱いた位置」
のみである. 情報を敢えて二値に設定することで,
実際にその場で何が起こっているのかをユーザに想
起させる狙いがある. この「制限された情報」が提
示された際にユーザがどのような行動を起こすかを,
実際にシステムを運用して明らかにしていく.

Copyright is held by the author(s).
Keisuke Sasaki and Minoru Terada, 電気通信大学大学
院 情報理工学研究科
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2.3

運用

アプリケーションを実際に公開し, 不特定多数の
ユーザにアンケート調査を行ったところ, 他人の評
価について興味を持ったユーザ数は 4 割に上った.
しかしながら実験に参加したユーザ数は 17 名と統
計的なデータとするには不十分な値であったため,
実験方法の見直しやアプリケーションの機能の洗練
が今後の課題となった.

3

本システムが目指す地点は, 「ユーザがアプリケー
ションを起動すると常にどこかの位置に評価データ
が集中しており, 近場であれば足を運び, 距離がある
場合はその地点で何が起きているのか能動的に調査
を行う」という状況を発生させるところにある. そ
のためには莫大なユーザ数が必要となるが, twitter
や Foursquare など既に普及している SNS のデータ
を用いるなどして規模を拡大していく.
また, ユーザの興味を最も喚起させられる適度な
情報の隠し方を探るために, さまざまな手法を考案,
実装, 実験を行う. 現在,「実際に足を運ぶ」ことが容
易なシチュエーションである学園祭での実験を計画
しており, そのために位置精度の向上, 低解像度に加
工された写真の添付といった機能追加を行っている.

図 1. システムとユーザの振る舞い

4

(a) 地図及び評価アイコン (b) 評価送信後のフィード
バック画面
図 2. 実装したアプリケーションの画面

2.2

今後の展望

スマートフォン用アプリケーション

近年爆発的に普及しているスマートフォンはその
ほとんどが GPS 機能, 地図表示機能を搭載してい
るため, システムはスマートフォン用アプリケーショ
ンとして実装するのが望ましいと思われる. そこで
提案システムは, スマートフォンに備えている地図
表示機能を拡張し, 地図および評価情報の散布表示
機能, またユーザの現在地の評価情報を送信する機
能を備えたアプリケーションとして設計を行った.
アプリケーションは以下の機能を備えており, 今
度も機能追加を行う.

• 評価データの送受信

• 自身の評価データ送信履歴

• 評価データに対するリアクション機能
リアクション機能とは, 散布された評価データに対

し「同意」のリアクションを送信することが可能と
なっている. 自身が行った評価にフィードバックがあ
ることで, 評価データの送信を促進する狙いがある.
リアクションの形式についても今後検討していく.
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まとめ

本研究では, 実世界におけるある地点について, 敢
えて情報を制限してユーザに提示することで興味を
引けるのではないか, という仮説に着目し, ある地
点について誰かが好感, または嫌悪感を感じている
という情報のみを提示する手法を提案し, Android
OS 用のアプリケーションとして実装した. 実装し
たシステムを運用し, 可能性, 有効性, 問題点などを
明らかにした. 今後は被験者を増やし, 大人数によ
るユーザテストを実施する予定である. また, 情報
の制限量を変更した際にユーザが抱く興味にどのよ
うな相関が現れるか, といった調査も引き続き検証
していく.
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人間の表情を活用するライフログ閲覧
高井 啓

志築 文太郎

田中 二郎∗

概要. ライフログの閲覧に人間の表情を活用するシステムを提案する．リアルタイムに生成されるライフ
ログデータは膨大なものとなる．我々はこの問題を解決する為に，ライフログの閲覧に表情を活用するシス
テムを実装した．提案システムはライフログデータと同期してユーザの表情を記録する．これにより，表情
をキーとしたライフログデータの検索を可能とする．我々はケーススタディとして，PC の画面を記録し続
けたライフログデータを，提案システムを使って閲覧した．本稿ではその結果を元に，表情を活用したライ
フログの閲覧の有効性について考察する．

1

背景と目的

人間の行動を記録し続けることによって生成され
たライフログデータを利用し，ユーザの行動の振り
返りや記憶支援に役立てる研究が存在する．その中
でも，コンピュータの操作ログやユーザの視界を撮
り続けるログ等，リアルタイムに生成されるライフ
ログデータは膨大なものとなるため，効率的にデー
タを閲覧する為には，大量のデータの中からユーザ
が必要としている部分を抽出する必要がある．
ユーザが必要としている部分を抽出する研究の
例として，Datchakorn ら [2] による研究がある．
Datchakorn らは，動画，GPS，心拍数等，様々な
センサを利用して作られたライフログから，コンテ
キストに注目してサマリを作成した．これにより，
会話等，ユーザにとって重要な意味を持つ部分を抜
き出すことが可能になった．また，福本ら [1] は，目
元の筋肉の動きから笑顔を認識するメガネ状のデバ
イスを作成し，その情報を元に，ウェアラブルカメ
ラによるライフログから，ユーザが笑顔の時に見て
いた部分を取得し，提示する方法を提案した．
本研究はライフログの閲覧に人間の表情を活用す
るシステムを提案する．表情は感情を表す最も基本
的な要素であり，記憶と感情は結びついている．そ
の為表情が動いた時，即ち感情が動いた時のライフ
ログデータは他のライフログデータに比べ，ユーザ
にとってより有益な情報を含んでいると考えられる．
そこで，提案システムはライフログデータと同期し
てユーザの表情を記録する．これにより表情をキー
としたライフログデータの検索を可能とする．この
検索を用いることにより，ユーザは自分の行動を見
返したり，隠れた好みを見つけ出すことが出来ると
考える．

∗
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図 1. システム構成

2

システム

システムは記録部と解析部によって構成される．
図 1 にシステム構成を示す．
記録部は表情とライフログデータの記録を行う．
我々は表情を記録する為に，Kinect とそれに付随す
るライブラリを利用した．なお今回我々はライフロ
グとして，PC の画面のスクリーンショットを記録
し続けるライフログ（以降，画面ログ）を採用した．
これはユーザが何を見ていたかが直ぐに解る為，実
験やデバッグに適していると考えたからである．

WISS 2013

結果

図 2. 解析ソフトウェア

解析部は記録した表情を解析し，ライフログデー
タを提示する．ユーザはこの解析部を利用してライ
フログを閲覧する，これにより自分の行動を見返す，
または自分の隠れた好みを見つけ出すことが出来る．
解析部のうち，ユーザにライフログのデータを提示
する解析ソフトウェアのスクリーンショットを，図
2 に示す．表情を数値で表したデータがグラフで表
示され（図 2 上）またその下に，スライダで指定さ
れた時点での表情（検索キー）（図 2 左下）と，そ
の表情に似た表情（以降，類似画像）が表示される
（図 2 中央下），類似画像を提示した理由はユーザが
指定した時点によく似ている時点を探すことが出来
るようにする為である．これは似ている表情の瞬間
は似ている状況にあるという仮説に基づいている．
そして，似ている状況を探すことができれば，行動
の分析に便利であると考える．そこで表情を表すパ
ラメータ同士の標準ユークリッド距離を類似度とし
て類似画像の提示を行った．

3

ユーザは解析ソフトウェアを利用して画面ログの
中から手作業で表情が笑顔になっている時点を一箇
所選択した所，解析ソフトウェアによってその顔と
似ていると判断された時点の表情が表示された．そ
こで，ユーザはその時点を選択し，さらにそれと似
ている表情となっている時点を探してみた．結果と
して，一度笑った表情を見つけた後は，類似画像を
利用して似た表情をしている時点を簡単に抽出する
ことができた．
また，画面ログ中，映画を見ている間の画面ログ
において同様の作業を行った所，画面ログ自体は静
止画のみにも関わらず，その映画のどのシーンで笑っ
たか，さらに映画のそのシーンの内容まで思い出す
ことが出来た．
一方，プログラミングを行っている間の画面ログ
においては，映画を見ている時のような内容の抽出
を行うことは出来なかった．この原因を調べるため
にプログラミングを行っている間の表情を観察した
所，顔は笑顔を浮かべていなかった．これが抽出に失
敗した原因だと考えられる．また，映画のスクリー
ンショットとは異なり，プログラミングを行ってい
る時のスクリーンショットを見ても，この表情の時
にどんな作業を行っていたかということは，映画と
は異なり思い出すことが難しかった．

4

まとめと今後の課題

ある表情に似た表情をしていた時点をライフログ
データから検索することが可能なシステムを作成し
た．ケーススタディを行った所，映画（動画）鑑賞
時に於いて，ユーザによって印象的なシーンを抽出
することができた．今後は提案システムのライフロ
グ閲覧に於ける有用性を調べて行きたい．

参考文献

ケーススタディ

このシステムを利用し，画面ログの閲覧を行った．
保存した画面ログは 1 秒間につき 1 枚のスクリーン
ショットから構成される．利用したデータは 2012 年
10 月 15 日 20 時から 2013 年 8 月 23 日 16 時までで
あり，その内容は，解析部のプログラミングをして
いる時や，PC を使用して動画又はウェブサイトを
閲覧している時，また論文のサーベイを行っている
時の情報を含んでいる．閲覧した動画には，映画の
DVD の他，ニコニコ動画で配信されていたコメン
ト付き動画も含む．
類似画像を用いてライフログデータを検索できる
ことの有効性を確かめるために，ケーススタディと
して，様々な閲覧作業を行った．

- 194 -

[1] K. Fukumoto, T. Terada, and M. Tsukamoto. A
smile/laughter recognition mechanism for smilebased life logging. In Proceedings of the 4th Augmented Human International Conference, AH
’13, pp. 213–220, New York, NY, USA, 2013.
ACM.
[2] D. Tancharoen, T. Yamasaki, and K. Aizawa.
Practical experience recording and indexing of
Life Log video. In Proceedings of the 2nd ACM
workshop on Continuous archival and retrieval
of personal experiences, CARPE ’05, pp. 61–66,
New York, NY, USA, 2005. ACM.

WISS2013

音楽の構造情報を反映したミュージックビデオを簡単に制作・共有できる
Web サービス
中嶋 誠

五十嵐 健夫 ∗

概要. 本稿では，音楽の構造情報を反映したミュージックビデオを簡単に制作できる Web システムを提
案する．音楽の区間・小節・拍に同期したエフェクトや映像切り替え効果には，手動で煩雑な作業が必要だ
が，先行研究の songle システムと連携することで簡単に実現可能となった．また Web システムの特性を生
かすことで，素材映像の収集・管理と，制作物の共有が容易である．加えて，音楽構造に対する映像の連動
方法を抽象化して定義することにより，自分の好きな音楽に好きな映像セットを組み合わせた視聴が可能
な，新しい種類のコンテンツである．

1

はじめに

近年コンテンツのリッチ化が進み，多くのユーザ
が，音楽に加えて映像の付いたミュージックビデオ
を楽しむようになっている．また作曲人口の増加や，
動画共有サイトなど発表の場の拡大も，音楽に付随
する映像の重要性を高める要因になっている．しか
し，このような需要の増加に対し，供給が追いつい
ていないという問題がある．なぜなら通常ミュージッ
クビデオは，一つの楽曲に対して一つの映像が職人
的な手作業で制作されるため，労力とコストの問題
で大量生産が難しいからである．
そこで我々は新たに，ユーザが簡単に音楽と連動
する映像を制作して，視聴・共有できる Web システ
ムを提案する．提案システムには以下の利点がある．

• songle システム [1] を利用する事で，音楽の
構造情報を反映した映像を Web 上で簡単に制
作できる

• システムを Web 上に構築する事で，ユーザは
映像素材の管理や制作物の共有にかかる手間
を大幅に減らす事ができる

• 音楽と映像の一対一対応ではなく，音楽構造

に対する映像の連動方法を抽象化して定義す
るので，自分の好きな音楽に好きな映像セッ
トを組み合わせて視聴できる

2

提案システムが目指す音楽映像

提案システムが目指すのは，音楽の構造情報（区
間・小節・拍）と連動した映像である．これらの情
報は，ユーザに音楽と映像の高い連動性を感じさせ
る重要な特徴量である．岩宮 [2] は，各種音楽特徴
量と映像要素を連動させて提示し，マッチしている
∗

曲のビートに対する
視覚要素の表示ルールを決める

使うルール、動画、曲を選ぶ

選んだ曲に合わせて
タイミングよく動画が再生される

図 1. 提案システムのコンセプト図

と感じる度合いを被験者に尋ねる心理学実験を行っ
た．その結果，音楽の拍情報と，映像の切れ目が同
期しているとき，ユーザは高い調和度を感じること
が報告されている．また既存のミュージックビデオ
でも，小節の切れ目や，拍に合わせて映像を切り替
える演出がしばしば見られる．既存システムとして，
音楽の拍情報と連動した図形アニメーションを表示
する songle 外部埋め込みプレイヤーがある 1 。提案
システムは，この埋め込みプレイヤーのエフェクト
を動画に拡張し，かつユーザが Web 上で動的にエ
フェクトを定義できるようにしたものである．
音楽映像表現の一つに，音響信号をリアルタイム
で変換し映像として表示するビジュアライザがある．
提案システムはそれと異なり，あらかじめ用意した
動画素材を組み合わせて表示する．これはビジュア
ライザほど音響信号に直結した表現はできない代わ
りに，レンダリングに時間のかかる 3D モーション
グラフィクス素材や，あらかじめ加工した実写素材
など，多様な映像素材を利用可能である．
1

Copyright is held by the author(s).
東京大学
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楽構造情報と，音楽の再生状態を取得し，描画する
動画素材を制御している．
プレイヤー画面での映像表示について，具体的に
は，小節ごとに表示する映像素材の切り替え，不透
明度を利用した重ね合わせ，リピート区間で拍に連
動したズーム効果，サビ区間で小節頭に連動したフ
ラッシュ効果を適用している．
図 2. 動画素材一覧画面

図 4. 動画セット一覧画面

3
3.1

図 3. 動画セット作成画面

4

図 5. プレイヤー画面

システムの詳細
ユーザインタラクション

まずユーザは，提案システムの Web インタフェー
スにより，動画素材をアップロードする．アップロー
ドされた動画素材は，動画素材一覧画面 (図 2) に表
示される．将来的には，他のユーザがアップロードし
た動画を利用する仕組みも考えられる．次にユーザ
は，アップロードされた動画の中から好きなものを
選び，動画セットを作る (図 3)．作成された動画セッ
トは，動画セット一覧画面に表示される (図 4)．動画
セット一覧画面で，各動画セットの横にある show ボ
タンを押すと，その動画セットを再生するプレイヤー
画面に遷移する (図 5)．プレイヤー画面には songle
埋め込みプレイヤーが表示され，再生ボタンを押す
と音楽が始まり，同時に映像が連動して再生される．
またデフォルト曲以外にも，songle の曲 URL を右
側フォームに入力し，Play this ボタンを押す事で，
songle システムで解析済みのものであれば任意の音
楽に，映像セットを連動して再生できる．
ユーザが作成した動画セットは，それぞれが固有の
URL を持つので，その URL を共有する事で，他の
ユーザも視聴できる．またアドレスの末尾に songle
の曲 URL を追加して，再生する音楽を指定できる．
つまり使用する動画セットと音楽の組み合わせを，
一つの URL として表現する事ができる．この URL
を他のユーザと共有し，この曲にはこの映像がマッ
チすると教え合う使い方も可能である．

3.2

実装

提案システムの実装には，Ruby on Rails フレー
ムワークを使用した．動画ファイルのミックス再生
には，HTML5 Canvas を利用している．Javascript
で songle システムの埋め込みプレイヤーから，音

まとめと今後の課題

本稿では，音楽の構造情報に連動したミュージック
ビデオを制作する Web システムを提案した．songle
システムを利用する事で，これまで手動で煩雑な作
業が必要だった，音楽の区間・小節・拍に同期した
映像切り替え表現やエフェクトが簡単に実現できる．
また Web システムの特性を生かし，素材映像をユー
ザが持ち寄る事で，素材集めと管理の手間が減った．
また作った物を共有する手間も少なくなった．加え
て，音楽の構造情報を利用することで，調和度を保っ
たまま，任意の音楽と映像の組み合わせを試す事が
できる，自由度が高いシステムになった．
今後の課題は，まず映像の表示ルールをユーザが
編集できるインタフェースの実装である．現在は 3
つの映像素材からなる映像セットを，ハードコーディ
ングされた表示ルールによって，音楽の構造特徴に
連動させて表示している．音楽特徴とエフェクトの
マッピングを，ユーザが Web 上で自由に編集しプ
ログラムできるインタフェースがあれば，もっと自
由度が高まり，かなりクリエイティブな表現が実現
可能と考えられる．
また別の点として，提案システムで制作したミュー
ジックビデオの構成を，AfterEffects など既存の動
画編集ソフト向けにエクスポートする機能が望まれ
る．ミュージックビデオのクリエイターに話を伺った
ところ，音楽構造の把握と映像への利用は，今のと
ころほぼ手作業であり，非常に大変とのことであっ
た．そのため支援効果の大きい分野だと考えられる．
提案システムは Web サービスなので，比較的容
易にユーザに試用してもらう事ができる．そのため
に早い段階での一般公開が望ましい．その過程で，
ユーザがどのような音楽と映像の組み合わせを好む
か，嗜好のデータが収集できるので，データに基づ
いた学習システムや，サジェストシステムも今後の
発展が予想される．

参考文献
[1] 後藤 真孝, 吉井 和佳, 藤原 弘将, M. Matthias, 中
野 倫靖. Songle:音楽音響信号理解技術とユーザに
よる誤り訂正に基づく能動的音楽鑑賞サービス. 情
報処理学会論文誌, 54(4):1363–1372, 2013.
[2] 岩宮 眞一郎. 音楽と映像のマルチモーダル・コミュ
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実世界オブジェクトへの機能拡張によるインタフェースの提案
松嶌 信貴

赤池 英夫

角田 博保∗

概要. 近年登場したメガネ型デバイスにおける新たなインタフェースを提案する．従来のメガネ型デバイ
スにおけるインタフェースにはそれぞれ問題点が挙げられる．音声やジェスチャを使った手法にはコマンド
の種類が制限される問題がある．複雑な操作を可能とするポインティング手法については空中や自分の身
体に表示・操作する手法があるが，前者では触覚フィードバックが得られず，後者では身体の一部を専有
される問題がある．いずれの手法もユーザの周辺の環境を活用してはいない．そこで本研究では周辺にあ
る実世界のオブジェクトを活用し，各オブジェクトの特徴やアフォーダンスに応じた機能を拡張するイン
タフェースを提案する．カメラを用いてユーザ視界からオブジェクトを認識するとともに，ユーザインタ
フェースを重畳表示し，直接触ることによる操作を実現する．物体を動かす，傾ける，回転させる，表面へ
のタッチ等さまざまな操作を割り当てることができ，広く応用が考えられる．未来ビジョンとしては，現実
世界と仮想世界をシームレスに利用する方法として，実世界オブジェクトの機能を拡張する手法を示した．

1

はじめに

本研究では，ユーザの周辺にある実世界オブジェ
クトを活用することによる，メガネ型デバイスにお
ける新たなインタラクションを提案する．
ウェアラブルなコンピュータであるメガネ型デバ
イスが登場し，多様なアプリケーションが開発されて
いる．メガネ型デバイスへの代表的な操作手法には，
空中での手・指による操作があるが，触覚フィード
バックを得られない．また視線による操作では Midas
Touch Problem が知られている．いずれの手法に
ついても，ユーザの周辺の環境を活用してはいない．
そこで本研究では，ユーザの周辺にある実世界の
オブジェクトを活用し，直接触って操作できる機能
拡張インタフェースを提案する．

2

図 1. タイマー: カップ麺の拡張

提案手法

ユーザの周辺にある実世界オブジェクトにその特
徴やアフォーダンスに応じたインタフェースを拡張
し，直接触っての操作を実現する．カップ麺のよう
な円筒型オブジェクトを活用する例を考えると，垂
直軸で回転させることにより，タイマーの時間を設
定する機能が拡張（図 1）できる．物体への操作は
他にも，動かす，傾ける，表面へのタッチ等の操作
を割り当てることができ，広く応用が考えられる．

3

実装システム

ユーザ視界に情報を表示するためにヘッドマウン
トディスプレイを使用する．周辺にある実世界オブ
ジェクトや手・指を認識するために，ヘッドマウン
∗

トディスプレイに併せて頭部に RGB・深度カメラ
を装着する．
現在の試作では，オブジェクトに貼付した AR マー
カから ARToolKit1 を用いて実世界オブジェクトを
認識し，深度ビットマップから OpenNI2 の手・指認
識ライブラリを用いて手・指を認識している．RGB・
深度カメラには PrimeSense 社の CARMINE 1.09
3
を使用している．
認識したオブジェクトには，その特徴に応じたユー
ザインタフェースをヘッドマウントディスプレイに
より重畳表示する．オブジェクトの形状に沿って表
示することにより，実世界のオブジェクトに機能が
拡張されたように感じられる表示を目指す．ヘッド
1

Copyright is held by the author(s).
電気通信大学大学院 情報理工学研究科 情報・通信工学
専攻
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マウントディスプレイには，Sony 社のヘッドマウ
ントディスプレイ HMZ-T24 を使用している．また，
画像処理や提示するユーザインタフェースの生成の
ためにパーソナルなコンピュータを使用している．
システムを軽量化ワイヤレス化するため，現在ス
マートフォンによる実装にとりかかっている．スマー
トフォン画面はレンズを通して見ることにより，ヘッ
ドマウントディスプレイのような表示器として使用
できる．スマートフォン内蔵のカメラ画像から AR
ライブラリ vuforia5 を用いてオブジェクトを認識し
ている．

4

関連研究

周辺の環境を活用したインタフェースには，C. Harrison らの OmniTouch[1] がある．ウェアラブルな
深度カメラと小型プロジェクタにより，ユーザ前方
の平面に対してインタフェースを投影し，操作でき
る．しかし，平面へのタッチ操作のみを対象として
おり，物体に対するタンジブルな操作を実現する本
研究とは異なる．
周辺にあるオブジェクトに機能を拡張し，タンジ
ブルな操作を実現した研究として，J. Huber らの
LightBeam[2] がある．深度カメラとプロジェクタ
により，紙やマグカップにインタフェースを提示し，
直接触れることによるタンジブルな操作を提案して

未来ビジョン

本研究が目指すのは現実世界と仮想世界を
区別なく便利に利用できる世界である．本研
究では，メガネ型デバイスを用いて実世界オ
ブジェクトに情報を付加するだけではなく，オ
ブジェクトの機能を拡張する．
カップ麺のタイマーは一例に過ぎず，日常的
に使っているさまざまなオブジェクトに機能
を追加することが考えられる．実世界オブジェ
クト向け拡張機能をアプリケーションとして，
メガネ型デバイスからダウンロードして使え
る仕組みをつくれば，製品を製造している企
業が機能拡張アプリケーションを提供するこ
ともできるし，第三者が開発し公開すること
も考えられる．
実世界オブジェクトを認識し，対応するアプ
リケーションを探すのが困難となりそうである
が，例えば製品バーコードの情報を使用するこ
とでオブジェクトを特定でき，アプリケーショ
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いる．しかし，手に把持またはテーブル上に配置し
た状態での使用方法の調査が主であり，ウェアラブ
ルなメガネ型デバイスを使用する本研究とは異なる．
周辺オブジェクトを活用した現実拡張インタフェー
ス [3] は著者らの試作を発表したものである．

5

おわりに

本稿では，メガネ型デバイスにおけるインタラク
ション手法として，周辺にある実世界オブジェクト
に機能を拡張する手法を提案した．当日は実装した
アプリケーションのデモを行う．

参考文献
[1] C. Harrison, H. Benko, and A.D. Wilson. OmniTouch: Wearable Multitouch Interaction Everywhere. UIST 2011, pp.441-450, 2011.
[2] J. Huber, J. Steimle, C. Liao, Q. Liu, and
M.Muhlhauser. LightBeam: Interacting with
Augmented Real-World Objects in Pico Projections. MUM 2012, Article No. 16, 2012.
[3] 松嶌, 赤池, 角田. 周辺オブジェクトを活用した現
実拡張インタフェースの提案. ヒューマンインタ
フェースシンポジウム 2013, pp.545-548, 2013.
4
5

http://www.sony.jp/hmd/products/HMZ-T2/
https://developer.vuforia.com/

ンとともに特徴量情報等のオブジェクト情報
をダウンロードすることで解決できる．ユー
ザ自身が周囲のオブジェクトに好みの機能を
設定してもよいだろう．
実世界オブジェクトを認識し，アプリケー
ションのダウンロードが自動で行われるよう
になると，現実世界と仮想世界とをシームレ
スに利用できるようになるだろう．
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EnchantMoon を利用した漢字・部首認識を活用した描画補助ツールの提案
若林 花見

∗

井川 裕貴

武藤 寛

瀬川 典久

杉野 栄二

澤本 潤†

概要. 近年タブレット端末が普及してきているとともに、タブレット端末用のアプリケーションを用いて
絵を書く人が増えてきた。従来のペイントアプリケーションでは、画面上のキャンバスの上部や側部にペン
の種類や色、太さを変更するためのツールバーが表示されている。しかし、これらの機能性が操作を複雑に
し、自由な発想を妨げていた。そこで本研究では、シンプルなインターフェースを持つ enchantMOON を
用い、enchantMoon に部首認識機能を追加し、部首と手書き描画機能をつなげることで、描画補助を行う
仕組みを提案する。

1

はじめに

本格的なイラスト描画を行うデジタルデバイスと
してペンタブレットや液晶タブレットが挙げられる
が、近年タブレット端末が普及してきているととも
に、タブレット端末用のアプリケーションを用いて
絵を書く人が増えてきた。タブレット端末で絵が描
ければ、改めて機材を買い揃える必要がなく、趣味
や遊び目的で絵を描く人にも容易に環境が整う。
従来のペイントアプリケーションでは、インター
フェースとしてウィンドウの中央に描画用のキャン
バスがあり、上部や側部にツールバーというレイア
ウト構成がほとんどである。それらのツールを使っ
て描いたものに対してエフェクトをかけるが、その
操作は直感的なものではなく、使い方を覚える必要
がある。
これでは単純に絵を書くことが目的であるのにも
関わらず、手間が増えてしまった。そして、この手
間がユーザにストレスを感じさせていた。デッサン
やアイディアスケッチの場合このようなストレスを
感じることは発想の妨げになってしまう。
そこで、我々の研究グループでは、油絵などで絵
を描くときに利用するパレット (図 1）を参考にシス
テムを実装する。パレットは、絵を書く人がパレッ
ト上に絵の具を置いてパレット上で色を混ぜて、欲
しい色を作成しその色を塗っていく。
本研究で目指すのは、手書きタブレットに適した
パレットみたいな機能を実装することである。本研
究では、部首認識を行う部品を画面の自由なところ
に設置し、利用者が漢字を書くことで、機能を追加
できるシステムを提案する。
本研究で用いる enchantMOON[1] とは、ユビキ
タスエンターテイメント社が開発したタブレット端
末である。ほとんどの操作をデジタイザーペンによ
る手書きと指のタッチ（図 2）のみで行うシンプル
∗
†

図 1. パレット

なインターフェースである。筆跡ストロークのデー
タ構造は、X,Y の座標と筆圧の 3 つで構成されてい
て JSON 形式で保存される。ストロークはオブジェ
クトとして扱うことができ、さらに、JavaScript で
記述したプログラムを機能として追加することがで
きる。本研究の実装にあたってこのインターフェー
スとストロークに対する動作への機能追加の容易性
から、enchantMOON が最適であると考えた。

図 2. enchantMOON における指での指示例

本稿では、EnchantMoon を用い、部首認識を使
いその部首の組み合わせで、機能を追加する仕組み
について提案を行う。

2

関連研究

手書き認識の研究 [2, 3] は、様々行われており、
実用化もされている。そのため、本研究ではそれら
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の知見を利用して実装を行っている。
また、手書きをユーザインタフェースとして利用
している一つの例として、[4] があげられる。利用者
が、手書きでジェスチャーを書くことで、機能を呼
び出すことを実現している。

3

する。この文字は、部品として扱われるので、利用
者はこの「消」を触れるだけで、ストロークの消去
が可能になる。

プロトタイプシステム概要

利用者は、本プロトタイプシステムを実装したプ
ログラムを起動し、画面上に表示する（図 3）。
図 5. システム動作例

そして、この部首の組み合わせで、さまざまな機
能の割り当てを行う。例えば、
「へん」が機能で「つ
くり」がパラメータを表すなどである。この漢字は、
当然の事ながら、創作漢字も含まれる。今後は、認
識される部首と、機能の関係を決める文法を定めて
実験を行う。

4

おわりに

本研究では、enchantMoon を用い、部首認識を
行う部品を、画面上に設置し、そこに漢字を記述す
ることで、描画補助機能を自由に配置し、起動でき
ることを示した。今後は、さまざまな機能を実装し、
部首と機能の関係の文法を決定し、さまざまな実験
を行う。

図 3. プロトタイプシステムの起動

図 3 で示すように、シンプルな四角が画面上に表
示される。利用者は、この四角を自由な場所に移動
し、配置することが可能である。
本システムは、次にあげる動作を行（図 4）。
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図 4. 部首認識

本システムの認識は、DP マッチングを用い実装
している。DP マッチングを用いたのは、実装が容
易であるのと、すべての漢字を認識させるわけでは
なく、限られた部首を認識するためだけに利用する
ので、必要十分に動作するからである。
図 5 は、システムの動作例である。利用者が、四
角の中に「消」の文字を記述しておきその文字を触
れることで、今まで書いた手書きストロークが消去
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