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Summary. Hybrid computing environment is one of the obvious con-

sequences of wide spreading of computers. Cooperation of a personal

mobile computer and shared pre-installed computers is an important

issue in the environment. In this paper, we describe our design of a

highly integrated computing environment. 3D sensors are installed in

the environment and attached to users' own PDAs. The PDAs act as

exible interaction devices for pre-installed computers, and the desk-

sized displays of the pre-installed computers become extensions of the

small displays of PDAs. Users can move data objects among their

PDAs and desk-sized displays by intuitive operations with PDAs such

as scooping, and also can handle data objects on the desk-sized displays.

1 はじめに

計算機の小型化、高機能化により、個人がそれぞれの計算機を持ち歩き、さまざま
な資料などを計算機上のデータとして持ち運べるようになった。また、会議室等に
も計算機やプロジェクタが設置され、それらを使ったプレゼンテーションを行った
り、個人の計算機に入れて持ち寄った資料を比較検討したりするようなことも多く
なってきた。いわば、ポータブルな個人の計算機と、備え付けの共有の計算機を同
時に使うことのできるような環境が増えつつある。
そのような環境では、個人の計算機と共有の計算機との間、個人の計算機と他の

個人の計算機との間のデータのやりとりなどの、複数の計算機に跨った協調的な操
作が簡単にできることが望ましい。しかし現状では、それぞれの計算機がネットワー
クで繋がっていたとしても、データの送り先の計算機を示す画面上のアイコンを選
んだり、ネットワーク上の名前を入力したりという間接的な方法でしか連携がなさ
れていない。
我々のグループでは、これまでにも複数の計算機に跨った操作を行うための研究

を行ってきた。Pick-and-Drop[7]は、GUI (Graphical User Interface) 上の技術とし
て広く用いられている Drag-and-Drop を拡張し、複数の計算機間のデータの移動を
実世界での直観的な動作にマッピングしたインタラクションテクニックである (図 1

上段)。Augmented Surfaces[8] では、机や壁をディスプレイとする備え付けの共有
の計算機と、個人のノート型計算機が連携する環境を提案した。この環境では、個人
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図 1. Pick-and-Drop とハイパードラッギング

の計算機上のドラッグの操作を、そのまま、その計算機が置かれている机の上、さ
らにそれに面した壁へと拡張して用いることができる (これをハイパードラッギング
と呼ぶ (図 1 下段))。すなわち、備え付けの計算機を、あたかも個人の計算機の拡張
部分であるかのように操作を行うことが出来る。その意味で、複数の計算機があく
までもそれぞれ別々の存在として扱われていた Pick-and-Drop よりも、高度な連携
が行われていると見做すことが出来る。
本稿では、Augmented Surfacesでは扱うことが難しかった PDA (Personal Data

Assistant) と備え付けの計算機との連携を、さらに高度な連携として実現するシス
テムを提案する。個人の計算機として、より可搬性の高い PDA を用い、それと、机
や壁をディスプレイとする備え付けの共有の計算機が、互いを互いの拡張として使
えるようにすることにより、複数の計算機に跨った協調的な操作をより直観的に、よ
り有効に行うことが可能となる。

2 PDA を用いた複合計算機環境

この節では PDA を用いた複合計算機環境とはどのようなものであるかを考察し、
PDA と備え付けの計算機との連携の方法を提案する。

2.1 PDA とノート型計算機との差異

PDAは、一般にノート型計算機よりも小型であり、画面の大きさも制限されており、
画面に対しペンなどを用い入力を行うものが多い。小型であるが故にノート型計算
機よりも気軽に持ち運ぶことが可能で、常時携帯することも可能である。本稿では、
PDA として広く普及している 3Com社の PalmIII (及びその同等品) を想定する。
これは白黒 4階調 160�160 ピクセルの画面を持ち、主にペンを入力の手段とする。
また、シリアル回線を介し、他の計算機と通信を行うこともできる1。

Augmented Surfaces ではトラックボールやスティックで行われるノート型計算
機上の GUI のドラッグの操作を、画面の端にポインタが達した場合にはノート型計
1 赤外線を用いた通信機能も有するが、ここでは利用しない。



図 2. PDA による操作の自由度

算機が置かれている机へと移行させるということにより、ハイパードラッギングへ
と拡張した。これは、ノート型計算機で広く使われるユーザインタフェースが、デ
スクトップメタファによる GUI であり、机や壁をディスプレイとした場合にも自然
なタイプのインタフェースであることにより可能になっている。しかし、PDA では
デスクトップメタファはあまり用いられず、画面上での操作は主としてタップやスト
ロークによって行われている。これらの操作は、PDA の画面を越えて操作を続ける
ことは難しく、小さな画面で行われる PDA上の操作をそのまま、大きなディスプレ
イとして使われる机や壁に持ち込むのも難しい。
一方、ノート型計算機は使用中はほとんど机の上の一ヶ所に置かれたままである

のに対し、PDA の場合はノート型計算機よりも格段に小型であるという特徴によ
り、使用中に机の上で動かしたり、回したりという操作をすることも容易である。そ
こで、このような PDA を用いた、PDA 外部 (机) の座標系に対する操作を利用し、
PDA と机とを融合することを考える。現在の PDA には、上述のような、動きや回
転を認識する機能は実装されていない。ここで我々が想定する環境に於いては、計
算機化された机に対してのみ動きや回転が認識できればよいので、机の周辺機器と
して、PDA に取りつける位置センサを用意する。これにより、ユーザは現在日常的
に使用している PDA をその環境に持ち込むだけで、計算機化された机と連携した
操作ができるようになる。

2.2 連携の方法 (1): 入力デバイスとしての PDA

机の座標系に対する PDA の操作を机側から見ると、PDA が多自由度の入力デバイ
スとして振る舞うと見做すことができる。机に対する位置、及び回転の姿勢による
6自由度 (これを外部の自由度と呼ぶ) の操作2に加え、PDA のディスプレイ上の操
作の 2 自由度 (これを内部の自由度と呼ぶ) を用いることができる入力装置である
(図 2)。PDA の画面上に、何らかのフィードバックを行うこともできる。
これらの多くの自由度のうち、机の表面上の動きの自由度 (2つの平行移動の軸

と、1つの回転の軸) に関しては、基本的に机上に表示されたオブジェクトの動きに
割り当てるのが自然である。即ち、図 3(a) のように、PDA で机上に表示されたオ
ブジェクトを掴んで動かす、というメタファである。残りの自由度は、オブジェクト
の大きさを変える (図 3(b))、色を変える、PDAの画面に表示されたメニューからコ

2 ただし、ユーザが楽に同時に操作できるのはこのうちの 3自由度程度である



図 3. オブジェクトを (a)掴んで移動・回転する、(b)拡大・縮小する

図 4. 傾けることによる PDA から机へのデータの移動

マンドを選ぶなどの操作に割り当てることができる。例えば、オブジェクトの大き
さの変更を、内部の自由度を用い、PDA の画面上のスライダで行うことにすれば、
オブジェクトの移動や回転の操作を中断せずに大きさの変更を行うことができる。
このような用い方は、PDA が机をディスプレイとする計算機のインタフェース

を拡張していると考えることができる。また、メニューの選択に関しては、対象と
なるオブジェクトとメニューを同時に選択することができるので、PDA を物理的な
Toolglass[1] として用いていると見做すこともできる。

2.3 連携の方法 (2): PDA-机間のオブジェクトの移動

PDA を机上のオブジェクトに重ねた場合などに選べるメニューの一部として、オブ
ジェクトを机から PDA に移動する、逆に PDA から机に移動する、というものを
用意するのが、最も単純な PDA と計算機化された机の連携方法である。これも内
部の自由度を利用していることになるが、外部の自由度を利用することにより、よ
り直観的な操作を用いて連携を行うこともできる。例えば、図 4 のように机に対し
て傾けるという操作により、PDA から机へとオブジェクトが滑り落ちるというメタ
ファで連携を表現することができる。
これに机から PDA へのオブジェクトの移動の表現も付け加えるために、PDA

を机に対して傾け、傾けた方向に動かせば机から PDA へのオブジェクトの移動が
起こり、その逆方向に動かせば PDA から机へのデータの移動が起こる、という操
作 (Scoop-and-Spread) を新たに導入する (図 5)。これは \掬う" というメタファに
基づいた操作になっている。連続した動作により複数のオブジェクトを掬う/置くこ
とも可能である。

Scoop-and-Spread の操作は、ジェスチャの一種と見做すこともできるが、傾き
でメニューを切り替え、その後の移動で操作の対象となる領域を指定していると見
做すこともできる。つまり、ジェスチャを構成する個々の動作にそれぞれ意味があ
り、また逆に、一連の操作が全体としてジェスチャと見做せる形になっている。その



図 5. Scoop-and-Spread

ため、ユーザにとってこの操作は解りやすく、意図通りの操作がしやすいものとなっ
ている。

2.4 連携の方法 (3): PDA上での操作の補助

PDA の表示能力は限られているので、机上のディスプレイをその補助として用いる
ことが考えられる。例えば、PalmIII はモノクロの表示装置しか持たない。机の上の
オブジェクトの色を変えたい場合には、色の名前を表示したメニューを PalmIII 上
に表示することも可能であるが、それぞれの色が色として見えるようにしたほうが
より適切である。机上のディスプレイを用いれば、 PalmIII の周りに Pie Menu[2]

のような形でカラーでメニューを出し (カラーチャートのような連続的なものでもよ
い)、その方向をタップして選ぶ、その方向に PalmIII を傾けて選ぶ、PalmIII を移
動して選ぶ、などの手法を用いることにより、ユーザに選ぶ色を明確に示すことが
できる。このような、外部に現れる Pie Menu を、External Pie Menu と呼ぶ
外部の自由度を用いるとさらに広い範囲での選択が可能になる。例えば、色の細

かな指定には三次元のベクトルが使われるが、PDA上もしくは机の表面の動きの二
次元に、机からの距離 (高さ) を加えることにより、一つの動作で全ての次元の指定
をすることができる。
机上のディスプレイを PDA の補助として使う他の例としては、データの一覧を

机の上で行う、というものが挙げられる。多数のデータを置き、再び回収する、とい
う操作が前節で述べたように簡単にできることにより、PDA の画面上では一覧し辛
いようなデータを机の上に広げて見ることができる。

3 実装

本稿で提案している環境やインタフェースをテストするためのシステム、HyperPalette
の試作を行った (図 6)。今回の実装では前述のように PDAとして 3Com社の PalmIII

及びその同等品を用いる。三次元位置センサとしては、磁気を利用したセンサであ
る Polhemus社の Fastrak を用いた。このセンサの受信部分と、PalmIII の外部と
の通信を行うためのケーブルを一つにまとめ、図 6右のように PalmIII に接続する。
もう一方の接続先は、PC/AT互換機である。PalmIII は複数同時に使うこともでき
る。センサの送信部分は、机の裏面に設置している。机 (と壁) への表示には液晶プ



図 6. HyperPalette システム (左)と、アタッチメント部の拡大図 (右)

ロジェクタを用い、それぞれが PC/AT互換機に接続されている。PC/AT互換機は
互いにイーサネットで接続されている (図 7)。
アプリケーションは実験的なもので、写真や絵、スライドなどの画像データ、ス

トロークにより描かれた図形、文字列などを扱う。この環境に PalmIII を接続する
ことにより、以下のような機能を利用することができる。

図形や文字列の生成 PalmIII (以下、この節では単に PDA と呼ぶ) 上で手書きなど
の手段により図形や文字列を生成し、それを机へ置くことができる。円や長方形な
どの定型的な図形をメニューから選ぶことや、画像の名前を指定することによる生
成もできる。作成されたオブジェクトは、後述のPDA-机間のオブジェクトの移動に
より机の上に置くことができる。

オブジェクトの移動・回転 机の上に表示されているオブジェクトに PDA を重ね、
PDAの画面 (以下、単に画面と呼ぶ)上の \Grab" ボタンを押すことによりオブジェ
クトを掴み、移動・回転させることができる。

オブジェクトの大きさの変更 机の上に表示されているオブジェクトに PDAを重ね、
画面上のスライダバーを操作することにより、オブジェクトの大きさを変更するこ
とができる。

オブジェクトの色の変更 ストロークデータや円などの図形オブジェクトの上に PDA

を重ね、画面上の \Color"のメニューを選ぶと、PDAの周囲には External Pie Menu

が現れ、色を選択することができる。通常の Pie Menu と違い、円周全てにではな
く、メニューは PDAの左右にのみに現れる。これは、下の部分は PDA を持つ手に
より視界が遮られ、また上の部分は PDAを移動して選択しようとした場合に同じよ
うに対象となるオブジェクトが手で遮られてしまうからである。External Pie Menu



図 7. システムのアーキテクチャ

からのメニューの選択は、前節で述べた方法 (画面のメニューに近い部分を触れる、
移動する、傾ける) で選ぶことができる。PDA を上下に動かすことにより、色の輝
度を変えることもできる。

PDA-机間のオブジェクトの移動 PDA を傾け、傾けた方向に移動させることによ
り、その下にあるオブジェクトを PDA へ、傾けた方向と逆に移動させることによ
り、PDA上のオブジェクトを机のその位置へ移動させる Scoop-and-Spread の操作
ができる (図 8)。また、画面上の \Pick" や \Drop" のメニューを選ぶことにより
移動を行うこともできる。加えて、\Spread" ボタンにより、PDA 上の複数のオブ
ジェクトを、PDA を傾けた方向に一気に広げることもできる。

オブジェクトを \投げる" 机の上に表示されているオブジェクトに PDAを重ね、画
面上の \Grab" を押し、そこからストロークを描くことにより、アイコン投げイン
タフェース [11] のように、オブジェクトを投げることができる (図 9)。ストローク
の長さに比例して初速度が与えられ、一定の割合で減速していくようになっており、
よってストロークの長さにより移動距離を制御することができる3。これは、複数の
ユーザが同時にこの環境を使うような場合に、向き合った位置にいる相手のユーザ
の近くにオブジェクトを移動させるときなどに有用である。

机の上に表示されているオブジェクトに PDA を重ねて用いられる機能を使うため
のボタンやメニュー、スライダーなどは、PDA の下に操作の対象となるオブジェク
トがあるときにのみ現れる。また、\Spread" のボタンは、PDA を傾けたときにの
み現れる。

PDA が机の表面からある程度離れると、PDA をオブジェクトに重ねる代わり
に、PDA をレーザーポインタのように使い指し示すことにより (指されている先は

3 動いているオブジェクトを \掴んで" 止めることも、 \掬う" こともできる



図 8. Scoop-and-Spread の様子

図 9. オブジェクトを \投げる"

机の上に表示される) 操作を行うこともできる。また、壁もディスプレイになってい
る場合には、壁を指してオブジェクトを転送する、などの操作も可能である。この
状態よりもさらに机から離れると、PDA は単なる普通の PDA としての機能のみを
有するようになる4。
図 10は画面上のインタフェースの例である。簡単に操作できるようにするため、

また、画面が見辛い場合にでも使えるようにするため、画面は大きく使い、メニュー
選択の動作も簡単なストロークの組み合わせになるようになっている。図 10(a)と
(b)は、PDA の下にオブジェクトがない場合のメニューである。初期状態は (a) で、
\Create" を押すと、サブメニューである (b) に切り替わる。押した状態から放さず
に、何のオブジェクトを生成するかをストロークで選びに行くことができる。もちろ
ん、一度放してから、それぞれの項目をタップしてもよい。図 10(c)と (d)は、PDA
の下にオブジェクトがある場合のメニューである。メニューの数が多いので二画面
に分かれている。初期状態は (c) で、 \another" を押すと (d) に切り替わり、(b) 同
様にストロークでメニューを選ぶことができる。
4 机の上にある場合でも、手動で機能を切り替えることは可能である



図 10. PDA の画面上のメニュー

今回の実装では、例えば External Pie Menuによりメニューを選ぶときなど、同
じ操作をするための方法が複数存在するものがいくつかある。複数のうちのどれが
より適切なのか、あるいは複数の方法が共存可能で、場合によって使い分けられる
べきなものなのか、などの点を、今後、実際にユーザに使ってもらい、調べて行か
なけらばならない。

4 関連研究

三次元位置センサを取りつけた端末を使用し、空間内の動きを取り入れるインタフェー
スはこれまでにも研究されてきている。Chameleon[3]はユーザが手に持った端末と
壁との位置関係が意味を為すようにしたシステムである。壁に貼られた地図に端末
を近づけると、その地域の情報が端末に表示され、さらに近づけると、より詳しい
情報が表示される。このシステムでは、端末は壁に提示された情報を見るための道
具としてのみ使われ、端末と壁の間のデータのやりとりなどは行われていない。ま
た、端末の壁に対する位置のみが利用されている。

Tilting Menu[6] は三次元位置センサから得られる回転の動きを利用し、傾ける
ことによりメニューの選択を行う。また、傾きと捻りを組み合わせて、平行移動を
用いずに、上空から地図を眺めた状態での空間的なブラウジングを行うこともでき
る。このシステムでも Chameleon と同様に端末は情報を見るための装置として用い
られ、周囲とのデータのやりとりは行われない。
実世界の物体を使って、机に表示されたオブジェクトを操作するシステムとして

は Brick[4] や metaDESK[9] などがある。これらのシステムでは物体はポインティ
ングデバイスの一種として使われ、物体自体では自律的な機能は持たない。

MediaBlock[10] は、IDをつけた物体 (ブロック) に画像などのデータを割り当
て、ユーザが持ち運ぶことによりデータを移動したり、複数のブロックを物理的に
並べ替えることによってデータの並び方を変えたりすることが可能である。備え付
けの計算機の専用のスロットやレールにブロックを置き、ブロックの内容をブロッ
クと計算機との間のデータの移動や、並べ替えの操作を行うことができる。しかし、
ブロックはそれ単体では内部的な操作を行うような機能を持たず、データを入れる
ための媒体としての役割のみを果たしている。

PDA が他の計算機と連携するシステムとして、Pebbles[5] が挙げられる。これ
は、PDA をシリアル回線経由でデスクトップ型やノート型の計算機と接続し、PDA
からそれらの計算機のポインティングデバイスやメニューなどを操作するものであ
る。このシステムでは複数の PDA を一台の計算機に繋ぎ共同作業を行うことがで
きるが、PDA は他の計算機のリモコンとして機能し、PDA と他の計算機との間の
データのやりとりなどは考えられていない。また、空間的な位置関係を元にした連



携なども採り入れられていない。

5 まとめ

本稿では、個人が持ち歩く PDA と、会議室などに備え付けられ、机や壁をディス
プレイとする共有の計算機とが連携することにより、複数の計算機に跨った協調的
な操作をより直観的に、より有効に行える環境を提案した。机をディスプレイとす
る計算機の周辺機器として三次元位置センサを用意し、それをアタッチメントとし
て PDA に取りつけて使うことにより、PDA の、机に対する自由度 (外部の自由度)

と、PDA 自体がもともと持つ自由度 (内部の自由度) とを用い、机に対する操作や
PDA-机間のデータのやりとりが可能になっている。例として、PDA で机の上に表
示されているオブジェクトを掴むようにして机の上での移動・回転を行ったり、掬う
ような動作で机から PDA へのデータの移動を行ったりすることができる。今後は、
ここで実装した環境の上や、Augmented Surfaces と統合した環境の上で様々なアプ
リケーションを開発し、実際にユーザに試してもらい、どのような操作体系を用い
るのがより適切なのか、また、さらに高度な連携を行うためにはどのようなインタ
フェースが必要であるかなどを探っていく予定である。
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