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tranStick: 空間を越えて仮想的に繋がったメディア
tranSticks: Media Virtually Connected with Each Other

綾塚祐二 暦本純一�

Summary. We propose media virtually connected with each other, named tranStick. tranSticks provide two
functions: that of a virtual wire, and that of a memory card containing shared space. The first function enables a
user to select devices to be connected as if they are connected by an invisible wire, by simply putting tranSticks
with the same identifier into them. The tranSticks indicate “the devices are connected” at the same time, and also
allow the connection to be closed or change, as samely as physical wires. The second function enables a user to
access to shared space on the network as if the shared space is in the tranStick. tranSticks contain long secret keys
so that a process to find another tranStick with the same identifier and a communication with other devices or an
access to shared space can be encrypted. We introduce implementation of tranStick system and some applications
of the system.

1 仮想的に繋がったメディア

MarkWeiserの提唱したユビキタスコンピューティ
ング環境の理想は，そこに多数の計算機が介在して
いることを意識させずに人々の活動を支援すること
である [8]．しかし昨今の計算機の小型化，ネット
ワーク技術や無線通信技術の進歩をもってしてもそ
の理想には未だ及ばず，ユーザは身の回りの様々な
機器を意識的に操作する必要がある．ネットワーク
に接続された機器の数は今後さらに増大してゆくと
思われるが，意識しなくてよいほど環境に溶け込む
までにはまだまだ長い時間が必要であろう．また，
充分に溶け込んだとしても，何らかの「目に見える
指示やフィードバック」があったほうがユーザにとっ
て判りやすい部分も存在するであろう．
現在の環境下で，操作する必要があり，煩雑であ

るものの一つが機器間の接続である．ネットワーク
化されていない機器 (例えば，プロジェクタなど )で
はケーブルを引き回してきてコネクタに差す必要が
あるし (会議などで話者が交代するときに絡まったり
しないように気をつけつつケーブルの端を受け渡し
ているのはよく見られる光景である)，ネットワーク
化された機器でも，探索された機器の中からメニュー
などを使って適切なものを選びだす必要がある．
機器間の接続は「意図した通りの接続が出来てい

るか」ということや，あるいは「現在，どの機器と
どの機器が接続されているか」ということが容易に
判るほうが望ましい．その点では，ケーブルで機器
どうしを直結する，という方式はとても優れている．
接続を切断することや切り替えることも容易に行え，
かつ，判別ができる．また，プロジェクタの例を考
えれば判るように，ケーブルによる接続は一端が一
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図 1. ラベルづけされたケーブル

種のトークンになっており，排他的な接続を行って
いることを示すのにも判りやすい方法である．
そこで，ネットワーク化された世界にケーブルの

メタファを持ち込むことを考える．ケーブルに於い
て重要な点は「両端とその対応関係が一瞥して明確
であること」である．一端からケーブルを辿って他
の端を探すことが必要な場合もあるが，途中どこを
通っているかはあまり重要でないことも多い．特に
多数のケーブルが存在する環境で，ケーブルを色分
けしてあったり，ケーブルの両端にラベルをつける
のは両端の対応関係をすぐに判るようにするためで
ある (図 1)．それを応用し，ユーザに判りやすい「同
じラベル (色，形，印など )」を持つ一組の識別子を
差された機器どうしをネットワーク経由で接続する
という方法を提案する．
この，接続を示すための同じラベルを持つ識別子

は，両端のプラグだけあり途中のないケーブルのよ
うなものと見做せ，それをより一般化すると空間を
越えてお互いに仮想的に繋がったメディアであると
も見做せる．仮想的に繋がったメディアという考え
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図 2. tranStickと物理的ケーブル
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図 3. tranStick の機能 (1): 見えないワイアで繋がって
いる

方をすることで，物理的な機器どうしの接続だけで
はなく，共有記憶領域への接続なども同じメタファ
を用いて表すことができる．この仮想的に繋がった
メディアを tranStickと呼ぶことにする．
以下では，この tranStickを実現するための具体

的な説明を述べ，これを用いて試作したいくつかの
アプリケーションを紹介する．tranStickとして用い
るメディアに鍵情報を持たせることにより，確実な
相手の認識や安全な通信が行えることも示す．

2 tranStick
tranStickは，実装面から見ると，ユーザと計算機

の双方が，組になった他のメディアを容易に識別で
きるように設定されたメディアである．ユーザのた
めには同じ色，形，印などを付けておく．計算機の
ためには，計算機が読み取れる形の IDを持たせて
おく．tranStickが差される機器は，tranStickが差さ
れて IDが読み取れる状態で，ユーザのための識別
部分がユーザに見えるようになっていたほうが望ま
しい．ユーザには，組になったメディアどうしが，
あたかも空間を越えて繋がっているかのようなイン

shared space

shared space

図 4. tranStickの機能 (2): 同じ記憶領域を内在する

タフェースを提供する (図 2)．
空間を越えて繋がったメディア，というメタファ

からは
1. 繋がったメディアが差されている機器と通信
できる

2. 繋がったメディアとデータを共有している
という二種類の基本的な機能が想起される．前者は
前節で述べた物理的なケーブルのメタファで表され
る機能であり，図 3のように，メディア間に見えな
いワイアが存在するかのごとく働くことを意味する．
この機能を，ここではワイアレス・ワイアと呼ぶ．後
者は，複数のメディアが同じ記憶領域に繋がってい
る，あるいは同じ記憶領域を内在しているという働
きをする機能である (図 4)．前者は同期的な繋がり
を提供するが，後者の場合は非同期的な繋がりを提
供することもできる．アプリケーションによっては，
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これらの二種類の機能を同時に用いることも考えら
れる．
いずれの場合も，tranStick の操作は可逆的であ

る．すなわち，tranStickを差すことにより接続され
た二つの機器の通信は，tranStickを抜くと切断され，
tranStickを差すことによってアクセス可能になった
共有記憶領域は，tranStickを抜くとアクセス不可能
になる．あるいは，tranStickを差し換えることによ
り切り替わった接続関係は，その操作をまったく逆
に行うことで，元の接続関係に戻る．
tranStickとして使うメディアは，最低限，繋がっ

ている相手を識別できる IDを持っていればよい．そ
れに加えて認証・暗号化のための鍵情報も持ってい
ると，組になった相手を確実に認証することができ，
より安全な通信を提供できる．この場合の鍵は，対
になった tranStick に同じ鍵が登録されていればよ
く，ユーザが覚えたり入力したりする必要はないの
で，極めて長いものにすることができる．

3 tranStickの実装
tranStickの機能を実現するためには，メディアと

それを機器に差すための口，そして組になった他の
メディアを探索し，そこへの接続を行うソフトウェ
アなどが必要である．また，組になったメディアを生
成するための手順も必要である．この節では，我々
の試作した tranStickのシステムを説明する．

3.1 メディア

tranStickとして使うメディアにはソニー製のメモ
リカード，メモリースティックを用いた．メモリカー
ドを用いることで，リーダライタとして，PCが内
蔵しているものや市販の外付けのものなどが使え
る．他の種類のメモリカードでもよいが，メモリー
スティックの場合は図 5のようにリーダライタのス
ロットに差した状態でラベルなどが比較的見やすい
ものが多く，tranStickには好都合である．
IDや鍵情報などのための記憶領域は，長大な鍵を

用いるとしてもわずかでよい．残りの領域は，tran-
Stickを共有記憶領域へのアクセスのために使う場
合のキャッシュなどとして使うことができる．その
場合は tranStick を通常のメモリカードの機能拡張
版として使うこともできる．

3.2 tranStickの初期化
tranStickの初期化は，初期化用の機器 (PCなど )

に二枚 (もしくはそれ以上)の tranStickを同時に差
しておき，初期化用アプリケーションの「登録」ボ
タンを押すことで行う．我々の実装では，初期化用
アプリケーションは数十ビット長の IDと，1Kビッ
ト前後 (長さも乱数で決定する)の鍵を生成し，メモ
リカードに書き込む．一つの機器で組になった全て
の tranStickに鍵を書き込むことで，鍵はネットワー

図 5. メモリースティックを用いた tranStickと，それを
スロットに差した状態

ク上を流れる必要がない．また，同時に書き込まれ
るようにしておくことで，意図せず同じ IDや鍵を
持つ他の tranStickが生成されることを防止するこ
とができる．tranStickは割符のような役割も果たす
とも言える．人間のためのラベルづけは現在のとこ
ろ手作業で行わざるを得ない．
IDと鍵を書き込む際に，用途に応じて，ネット

ワーク上の共有記憶領域のアドレスを取得し，その
アドレスや，その他，後述するディレクトリサーバ
のアドレス，他のアプリケーションの使うデータな
ども合わせ書き込む．メモリカードを用いたことに
より記憶領域は潤沢に利用できるので，アプリケー
ションプログラム自体も書き込んでおけば，tranStick
のためのプログラムがまだインストールされていな
い機器に差した場合にも，最低限の操作で tranStick
の機能が利用できる．

3.3 接続先の探索

tranStickをワイアレス・ワイアとして使う場合な
どには，同じ組に属する (すなわち同じ IDと鍵を持
つ)他の tranStickを探す必要がある．ディレクトリ
サーバを用いる方法とブロードキャスト (もしくは
マルチキャスト)を用いる方法があるが，ここでは
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図 6.ディレクトリサーバを用いた探索を行う tranStick

まず，ディレクトリサーバを用いる方法を説明する
(図 6参照)．ある tranStickに対して利用すべきディ
レクトリサーバのアドレスは，tranStick自体に登録
されるようになっている．
tranStickを検出した機器 (機器 Aとする)は，機

器のアドレスと検出した IDとをディレクトリサー
バに伝える．それを受け取ったサーバは，ランダム
なチャレンジ文字列を生成し機器Aに返す．機器A
はそのチャレンジ文字列と tranStick に登録されて
いる鍵からMD5ダイジェストを生成し，サーバに
返す．
サーバは，同じ IDを伝えてきた他の機器 (機器 B

とする)があれば，機器 Bに渡した (機器 Aに渡し
たものとは違う)チャレンジ文字列と，それに対し
て機器 Bが返してきたダイジェストを機器 Aに伝
える．機器Aは，そのチャレンジ文字列と tranStick
に登録されている鍵から作られるダイジェスト値が，
機器Bの生成したダイジェスト値とが一致するかど
うかを調べ，その結果をサーバに伝える．
そのようにして機器 A, B双方が相手の生成した

ダイジェスト値が正しいものと認めると，サーバは
双方に相手のアドレスを通知する．アドレスを伝え
られた機器は，アプリケーションの接続先としてこ
のアドレスを設定し (設定の方法は後述)，必要に応
じてアプリケーションに通信の開始を促す．
途中で tranStickが検出されなくなった場合は，そ

れをサーバに伝え，初期状態に戻す．他の機器との
通信が既に開始されている場合は，必要に応じてそ
れを切断する．
この過程において，tranStick に登録された鍵は

ネットワーク上を流れることはなく，サーバも，個々
の tranStickの持つ鍵を知っている必要はない．サー
バを経由してやりとりをしてはいるが，あくまで二
つの機器が検出した tranStick に関してお互いを認
証している．ディレクトリサーバではなくブロード
キャストを用いる場合も，同じ IDを持つ tranStick
を検出した機器を探すためにブロードキャストを行
い，あとは互いの生成したチャレンジ文字列に対す
る相手の答えを相互に確認する．
ディレクトリサーバは Javaで書かれており，Java

プログラムの実行できる環境であれば Unix上でも

Windows上でも動く．クライアントは，現在のとこ
ろWindows上で Visual C++で書かれたものが動い
ている．プロトコルは独自のものであるが，HTTP
のリクエストと返答に埋め込めるように設計されて
おり，ファイアウォールを越えられるようにするこ
とも容易である．

3.4 接続先の設定

アプリケーションが最初から tranStickに対応し
て作られていて 3.3節の接続先の探索も行えるよう
になっていれば，もちろん，問題なく接続先を切り
替えて通信を行うことができる．それ以外のアプリ
ケーションでも，外部から接続先の変更を行うか，
あるいはプロキシを用いることで接続先を切り替え
ることができる．
プロキシは tranStick が差されるそれぞれの機

器で動き，アプリケーションは接続先を localhost
(127.0.0.1)に設定しておく．プロキシはアプリケー
ションからリクエストがあるごとに，tranStickを用
いて設定された現在の接続先を確認し，リクエスト
をそこへと中継する．TCP/IPに対応したこのような
プロキシを，我々は Javaで試作した．
通信先と通信元双方 が (もしくはアプリケーシ

ョンによっては通信元のみでもよい) tranStick 対応
として作られているかプロキシを用いている場合，
tranStickに登録された鍵を用いた暗号化を行うこと
もできる．次節では実際に暗号化した通信を行うア
プリケーションも紹介する．

4 アプリケーション例

この節では実際に tranStick を用いたアプリケー
ション例を紹介する．新たに作成されたアプリケー
ションもあるが，アプリケーション自体は既存のも
のをそのまま無改造で使っているものもある．また，
ディレクトリサーバを用いた実装，マルチキャスト
による探索を用いた実装の両方が含まれている．

4.1 ワイアレス・ワイアとしての利用

同じ tranStickが差されている機器どうしを繋ぐア
プリケーション例として三つを紹介する．tranStick
対応アプリケーションとして作成した画面転送機能
つきプレゼンテーションツール，ストリーミング再
生のできる音楽プレーヤーとプロキシを用いた音源
制御，そしてビデオ通話アプリケーションの接続切
り替えである．これらのアプリケーションは，ディ
レクトリサーバを用いる方式の接続先探索モジュー
ル (このモジュールを transConnect と呼ぶ．Visual
C++で記述され，PC上のWindowsで動く)を共有
して動いている．
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図 7. tranScreen: 左のノート PCがプロジェクタに繋
がっている
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図 8. tranScreenの構成

4.1.1 tranScreen
このアプリケーションは，表示している画面を

JPEG画像として指定したアドレスに送信すること
のできるプレゼンテーションツールと，送られてき
た JPEG画像を指定された画面位置に表示するサー
バから成る (双方とも Javaで記述されている)．プロ
ジェクタに繋がったケーブルを PCに繋ぐ替わりに，
プロジェクタ (の役目を果たすサーバが動いている
計算機)に差されているのと同じ tranStickを PCに
差すことでその PC内のプレゼンテーション資料が
プロジェクタ画面に映し出される (図 7)．話者が交
代する場合も，PCに差された tranStickを次の話者
に渡し，その PCに差せばよい (もちろん，それぞ
れの PCは有線/無線で LANに接続されているとい
う前提である)．「取り外して渡し，他のものに差す」
という部分は物理的なケーブルの場合と同じである
が，ケーブルの長さや，絡まったりしないかという
ようなことを一切気にする必要がない．PCとプロ
ジェクタのどちらかの tranStickを抜くと，サーバが

図 9. tranSound: スピーカー

図 10. tranSound: サーバ (SLIMP3 サーバを利用して
いる)

それを検知してプロジェクタには “No Input”の画面
が現れる．
二台の PC，あるいは二台のプロジェクタに同じ

tranStick を差して繋ごうとしても (tranScreen 以外
のアプリケーションが動いていないならば)何も起
こらないのは物理的なケーブルの場合と同じである．
しかし，例えばプロジェクタどうしであれば，一方
への入力 (他の tranStickの組や物理的なケーブルで
行う)を他方へミラーするなどの拡張も考えられる．
構成は図 8 のようになっており，送信側は

transConnectが設定したアドレスに対して画面デー
タを転送し，その最後に，データと tranStick の持
つ鍵から生成されるダイジェスト値 (MAC, Message
Authentication Codeと呼ばれる)を付加する．受信
側はそのダイジェスト値が正しいものであることを
確認したときのみ，そのデータを表示する．この試
作ではデータの暗号化は行っていないが，tranStick
の持つ鍵を用いて暗号化することも簡単に行える．
今後は VNC[5]などのプロトコルにも対応すること
を考えている．
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図 11. tranSoundの構成

4.1.2 tranSound
音楽をMP3フォーマットで送信するサーバと，ス

トリーミング再生機能を持つ音楽プレーヤーとの
接続を制御するアプリケーションである (図 9, 10)．
サーバには SLIM DEVICE 社の SLIMP3 サーバ
を，プレーヤーのソフトウェアには NullSoft 社の
Winamp3を用いた．プレーヤーは tranStickで制御
されるプロキシをサーバとして音楽を再生するよ
うに設定されている．プロキシは transConnectが設
定したアドレスのサーバにアクセスし，データをプ
レーヤーに中継する．今回用いたサーバにはリクエ
スト元のアドレスを判別してプレイリストを切り替
える機能があるため，この実装ではサーバ側にもプ
ロキシを用意して，違うアドレスから同じプレイリ
ストを利用することができるようにしている．図 11
が構成図である．SLIMP3サーバや Winamp3 自体
にはなんら変更は加えていない．
ユーザは，たとえば，自室のスピーカーに差され

ていた tranStick を居間へ持っていきそこのスピー
カーに差すことにより，自室で聴いていた音楽の続
きを居間で聴くことができる．また，CDプレーヤー
に差されていた tranStickを抜いてラジオに差すこと
で，音楽のソースを切り替えることができる．

4.1.3 NetMeetingの制御
NetMeetingは Microsoft社製のビデオ通話アプリ

ケーションである．他のアプリケーションからメッ
セージを送ることにより接続先を指定することがで

network

tranStick

tranStick

NetMeetingtransConnect

NetMeetingtransConnectNetMeetingtransConnect

NetMeetingtransConnect

ID

key

ID

key

図 12. tranStickで制御された NetMeetingの構成

きるので，tranStickで示される接続先が検出された，
もしくはなくなった際に transConnectがメッセージ
を送り，操作する (図 12)．NetMeeting自体に手を加
える必要はない．
tranScreen, tranSoundの例では接続される機器の

間にサーバ・クライアントの関係があったが，この
NetMeetingの例では接続した端末どうしは対等であ
る．そのため，図 13のように，初めに端末 Aと B
に同じ tranStickを差して繋いでいたものを，Bに差
されていた tranStickを端末 Cに差し換え Aと Cを
繋ぎ，さらに Aに差されていた tranStickを端末 B
に差し換え Cと Bを繋ぐ，ということも可能であ
り，ここでも，物理的なケーブルと同じメタファが
実現できていることが確認できる．このような簡便
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図 13. tranStickで三者間を繋ぎ替える
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図 14. tranSpaceの構成図

さは，小型ゲーム機を用いた対戦型のゲームの対戦
相手の設定などにも有効であろう．

4.2 共有記憶領域へのアクセス

次に，tranStickを用いて共有された記憶領域への
アクセスを提供するアプリケーションを紹介する．
ネットワーク上のサーバにある共有記憶領域を利用
するものと，Peer-to-Peerでデータを同期するもの
の二種類を試作した．

4.2.1 tranSpace
tranSpaceは端末でWebDAVのプロキシとして起

動する (これは VisualC++で記述され，PCの Win-
dows上で動く)．tranStickが差されていないときは
このプロキシは働かない (アクセスを拒否する)が，
tranStick を検出すると，http://localhost をターゲッ
トとしたWindowsのWebフォルダを起動し，tran-
Stickに初期化時に設定された URLへと接続するプ
ロキシとして働く．ファイルを読み書きする際には，
tranSpaceは tranStick内の鍵を用いてデータを暗号
化・復号する (図 14)．データの読み書きごとに鍵情

transGate

tranStick
tranStick

synchronizing

network

A
A

transGate

図 15. transGateの概念図

図 16. transGate: 手前のノート PCと奥のデスクトップ
PCが「同じ」tranStickをアクセスしている

報を確認するので，tranStickを外すと最早アクセス
はできない．それ以外の使い勝手はWebフォルダと
全く同じである．サーバは，通常の WebDAVサー
バ (Apache 1.3と mod davを用いた)である．
このアプリケーションでは，ユーザは tranStickを

通常のメモリカードと同じように使いつつ，ネット
ワーク上の共有記憶領域へとアクセスができる．デー
タは暗号化され，しかもデータを保存するサーバ上
にも鍵の情報はないので，安全なデータの共有がで
きる．そして，メモリカードに直接データを入れて
他者に渡す場合と較べて，容量を気にせずともよい，
後からデータを追加できる，双方向にデータをやり
とりできる，などの利点がある．もちろん，「共有」
ではなく一つの tranStick のみでしかアクセスでき
ないネットワーク上の記憶領域として使うことも可
能である．その場合には，tranStickは暗号化の機能
を付加された mediaBlock[7]のように使える．

4.2.2 transGate
tranSpaceではネットワーク上のサーバへのアクセ

スを行っていたが，このアプリケーションでは tran-
Stickが差された機器どうしが直接通信し，複数の
tranStick内のデータの同期を行おうとする．すなわ
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図 17. transGateのブラウザ画面 (部分)

ち，組になった tranStick のうち一枚だけがどれか
の機器に差されている状態では単なる普通のメモリ
カードと同じであるが，ネットワーク上に対になっ
た他の tranStickが見つかると，お互いに他方に無い
ファイルを送信しあう．つまりユーザには内部が繋
がったメモリカードのように見える (図 15)．

図 16の画面では，transGateのブラウザが動いて
おり，ユーザはここにファイルをドラッグ&ドロップ
できる．対になった tranStickが見つかり，通信が行
われる状態 (接続状態)のときには左上に “connected
to...” の文字が表示され (図 17)，他の機器から転送
されてきたファイルのアイコンやサムネイルが画面
にフェイドインしてくる．接続状態では，相手がブ
ラウザ上で移動したファイルの位置も反映され，ま
た相手がブラウザ外へ移動もしくは削除した1ファイ
ルはフェイドアウトし，あたかもこのブラウザ画面
が直接相手へと繋がっているような動きをする．

transGateでは，マルチキャストを用いて対になっ
た他の tranStick を探索する方式を実装した．同期
のためのやりとりは，TCP/IPを用いたプロトコル
で行っている．通信開始時の同期で，名前が同じで
内容が違うものが存在した場合には，双方の名前を
変える (重ならない文字列を付加する)ようになって
いる．

拡張として，tranSpaceの機能と transGateの機能
を組み合わせ，ネットワークに接続してなくとも通
常のメモリカードとして使え，ネットワークに接続
していれば容量以上のデータを共有することのでき
る媒体として使えるようにすることが考えられる．
この場合は，tranStickがネットワーク上の共有記憶
領域のキャッシュとして働くことになる．

� 現在の実装では，接続していない状態での移動や削除は，
接続時には反映されない．不都合なく反映させるためには
複雑なポリシーが必要となるが，ここでは議論しない．

5 議論

アプリケーションの選択 4 節で紹介したように，
tranStickを用いたアプリケーションには様々なもの
が考えられる．tranStickを差される機器が単機能な
もの (例えばスピーカー)であれば，他の機器と接続
された際に起動すべきアプリケーションは簡単に決
まるが，PCどうしを接続した場合などは自動的に一
つに決定することはできないであろう．transConnect
では，それぞれの機器において予め実行可能な機能
を登録してあり，他の機器と一致する機能を起動す
るようにしている．一致するものが複数ある場合に
は，予め指定してある優先度に基づいて選択される．
他の解決方法はいくつか考えられる．一つは，選

択可能なリストをユーザに提示し，選んでもらうと
いうことである．二つ目は，tranStickは接続先の情
報だけを提供し，実際の接続はアプリケーションか
らユーザが設定する (たとえば，接続先の名前とし
て “tranStick”を選ぶ，など )というものである．三
つ目として，アプリケーション専用の tranStick を
用意し，たとえば NetMeeting 接続用に設定された
tranStickを使うと NetMeetingが起動する，という
方法である．専用でなくとも，tranStickの側に優先
度を登録しておくことも考えられる．tranSpace や
transGate など共有記憶領域を使うための tranStick
は混乱を避けるために専用になっていたほうがよい
と思われる．しかし，Peer-to-Peer のやり取りを行
う transGateの場合は，明示的に指定した場合は他
のアプリケーションでの使用も可能，としても混乱
なく使うこともできるだろう．

一組が三枚以上の場合 ディレクトリサーバやアプ
リケーションなどは，基本的に一対二枚の場合で説
明し，実装もその場合のみを考慮したものになって
いるが，一組三枚以上の tranStick を用いることも
考えられる．もちろん，アプリケーションによって
は難しい場合もあるが，自然に拡張可能な場合も多
い．たとえば，tranScreenで一つの画面に二つ以上
の PCの出力を繋いだ状態はどういう動作が妥当で
あるかは難しいが，逆に一つの PCの出力を二つの
画面に繋ぐのであれば，双方の画面に PCの出力を
表示するのが妥当である．
三枚以上検知された場合の動作の明確な基準が作

れないアプリケーションでは，可能ならばエラーや
警告のメッセージをユーザに見せたほうがよいであ
ろう．二枚の場合でも，tranScreenのクライアント
どうしを繋ごうとした場合などには現在の実装では
何も起こらないだけであるが，警告を出すようにし
たほうがよいであろう．
一対多の接続以外にも，例えば音源，エフェクタ，

スピーカーのような組合わせの三つに同じ tranStick
が差された場合のように，三つ以上の機器の組合わ
せが一意に決まるものであれば，自動的に「音源→
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エフェクタ→スピーカー」のような接続を行うよう
にすることも考えられる．一意に決まる場合と決ま
らない場合とをどう区別し，どうユーザに知らせる
かは問題である．また，接続している順序に対する
フィードバックをどう表現するかも考慮せねばなら
ない．

紛失した場合など ディスプレイの接続のためなど
に tranStickを用いる場合，物理的なケーブルを使う
場合に対する明らかな欠点は，組になった他方を紛
失するかもしれない，ということである．物理的に
繋がっていればケーブルを辿って探すことができる
が，tranStickの場合は，誰かが自分の PCに差した
まま持っていってしまったり，棚などの隙間に落と
してしまったりすると，見つからなくなる可能性が
ある．これは課題の一つであるが，tranStickを他の
組に取り替えても問題なく動くので，安全性は損な
われない．
tranSpaceや transGateの場合には，紛失や盗難に

より悪意ある者の手に渡った場合にデータ漏洩の危
険がある．これは，通常のメモリカードと同じであ
る．また，tranStickを差した機器が信用できない場
合，tranStick内の鍵などのデータをコピーされてし
まうことも考えられるが，これは著作権保護技術な
どを利用して回避できるのではないかと考えている．

6 関連研究

実世界での物理的な操作や状況に基づいて複数の
計算機間の通信を制御するという tranStick の機能
は，我々のこれまでの成果である Gaze-Link[11]や
FEEL[4]2と同じ系譜に属するものである．それらと
較べた際の tranStick の最も大きな特徴は，接続の
指示が同時にそのままフィードバックになっている，
すなわち tranStick を差してあることが接続してい
る状態をそのまま表しているという点である．また，
tranStickの操作は可逆的，すなわち接続のための操
作を逆に行えば切断ができるようになっている．こ
れらは，接続の解除 (切断)や切り替えも直感的に行
えることを意味している．
Gaze-Linkも tranStick同じように物理的に接続先

を指定し，接続先を後から見ることもできるが，そ
れはユーザが持ち歩く端末側からのみであり，接続
先から接続元を確認することはできない．ユーザの
端末上で接続先を見て切り替えることは簡単である
が，その接続を他の端末に渡すようなことはできな
い．また，端末に取りつけられたカメラを用いるこ
とを前提としているので，据え置き型の機器どうし
には適応しにくい．tranStickの場合はメディアに鍵
を持たせることにより，暗号化なども容易に行える
という点も Gaze-Linkに対する利点である．機器ど

� Comdex/Fall 2001で発表

うしを近づけることで接続を行う FEELと較べると
tranStickを用いた操作は一段間接的であるが，これ
も据え置き型の機器どうしにも簡単に適用すること
ができるという点で違いがある．ネットワーク上の
共有記憶領域へのアクセスも提供できる点も Gaze-
Linkや FEELとのメタファの違いによりもたらされ
ている．これらの技術は排他的なものではなく，用
途に応じて使い分けられていくものであろう．
FEELと関連して，我々は実世界での物理的な操

作を元に安全な通信を提供するというモデルも提案
している [10]．tranStickも，「仮想的に繋がっている」
ことで，このモデルの認証チャネルを実現している
と見做すことができる．
ネットワークで繋がれた機器間の接続を直感的

に行うためのインタフェースとしては，Touch-and-
Connect[12]という方法も提案されている．これは，
それぞれの機器がボタン 1と 2を備え，機器Aと B
を接続したいときは機器 Aのボタン 1と機器 Bの
ボタン 2を設定された時間内に押すというものであ
る．同様な方法として複数の機器の特定のボタンを
同時に押す，SyncTap[3] というテクニックがある．
これらも，機器どうしを接続する時点までを考慮し
ており，接続していることのフィードバックや，切
断，接続の切り替えはサポートしていない．
ユーザと計算機が識別できる「同じラベル」で繋

がるべき相手を選ぶこと自体は広く行われている．
たとえば，ワイアレス・マウスが複数ある場合に混
信を避けるために送受信双方で同じ IDをセットし
たり (しかしこの IDは通常は目立たないところにあ
る)，ソフトウェア的なラベルとしては IEEE802.11
で使われる ESSIDなどがある．しかしこれらはラ
ベル自体を取り外して扱ったり，受け渡したりする
ようなことは考えられていない．
仮想的に繋がった機器という考え方は，計算機と

ネットワークを利用した遠隔地とのコミュニケーショ
ンの研究で用いられてきている．例えば，InTouch[1]
や Meeting Pot[9]，Peek-A-Drawer[6]などが挙げら
れる．これらはそれぞれ一個のアプリケーションで
あるが，tranStickは，仮想的に繋がった機器ではな
く仮想的に繋がったメディアであり，その上にアプ
リケーションを構築する土台を提供している．上に
挙げたような例の繋がる先を選択するのにも，もち
ろん利用することができる．
共有記憶領域へのアクセスに関して似た例とし

ては，ある Webページへのアクセスを，端末に特
定のメディアが存在するときのみに制限する Con-
necteD[2]という技術が既に一般で使われている．こ
れは，市販の音楽 CDを鍵として，特典コンテンツ
へのアクセスを制御するために用いられている．こ
の場合メディアは単に鍵として用いられており，ま
た，ユーザが自分のための記憶領域を作成するよう
なサービスは今のところ行われていない．
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7 まとめ

ユーザに判別しやすい同じラベルと計算機で識別
しやすい同じ IDを持ち，空間を越えて互いに繋がっ
ているかのごとく振る舞うメディア，tranStickを提
案した．この tranStickの一つの用途は仮想的なケー
ブル (ワイアレス・ワイア)であり，ネットワークで
繋がった機器どうしの接続・切断の設定を物理的な
動作で直感的に行うことができ，同時に接続関係の
フィードバックにもなっている．また，共有記憶領
域へのアクセスを提供することもできる．tranStick
には鍵情報も登録されており，接続すべき相手の探
索や通信自体を安全に行うことができる．今後は，
より日常的に使えるアプリケーションを増やし，実
際の使用感などを検証していく．加えて，安全性を
より高めるための検討なども行っていく．
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