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描き足していくことを強調した手書きコミュニケーションツール
A Communication Tool Enhancing Interactive Hand-Writing Messages

綾塚祐二�

Summary. Improvement in performance of computing devices and growth of network are launching many vari-
eties of communication styles. One of the most popular communication style is a message using a still image and
short texts. Some of bulletin board systems on the World Wide Web allow to put additional drawing on posted
images. However, the function seems not be utilized well comparing to its potential. This paper describes a new
image-base communication system enhancing additional drawing. The system shows message frames in a tiling
layout ordered by time, and related frames flip synchronously to represent a thread.

1 はじめに

高帯域の通信網の整備，端末の処理能力や機能の
向上，小型化・低価格化により，インターネットを
介したコミュニケーションの幅が広がってきている．
通信回線の細いころはほとんど文字だけでやりとり
されていたが，現在ではメイルで写真を送ったり，掲
示板に写真や自分で描いた絵を投稿するようなこと
が日常的に行われている．日記とコミュニケーショ
ンが融合したようなウェブログ (weblog, blog)も，そ
の手軽さなどから人気を博しており，そこでも写真
とコメントを載せ，それに対する他者のコメントが
書き加えられていくスタイルのものが多く使われて
いる．動画によるテレビ会議的なコミュニケーショ
ンも使われるようになってきているが，一対多のコ
ミュニケーションや，お互いの時間に合わせた非同
期のコミュニケーションのやりやすさから，写真な
どの静止画像つきのメッセージによるやりとりとい
う方式は今後も広く使われていくであろう．
画像つきのメッセージをやりとりする掲示板の拡

張として，Javaアプレットを利用してWebページ上
で直接絵を描き，投稿するという方式のものも登場
している．これらには描画過程の再生機能がついて
いたり，他の人の描いた絵に上書きを行う機能がつ
いていたりと，インタラクティブ性を増すための要
素も盛り込まれている．しかし，現時点では見せ方
という点においては従来の画像つき掲示板とあまり
変わらず，描画過程の再生ボタンがある程度で，ま
た上書き機能もほとんど活用されていない．
本稿では，写真や手書きの画像に対して描き足し

て行くことを強調し，それを効果的に見せることに
主眼をおいたシステムを提案する．写真と文字によ
るメッセージを用いたコミュニケーションシステム
であるChatScape[5]をベースに，ひとコマが二枚の
画像を持つことを利用し，複数のコマの同期した変
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化を導入することなどで，やりとりの流れの表現と，
元からある一覧性とを同時に実現する．

2 ひとコマ二枚の画像を用いたスレッド表現

ChatScapeはもともと文字ベースのチャットシス
テムの拡張として開発され，タイル表示されるメッ
セージ間の関係は時間的な前後関係のみしか扱われ
ていなかった．一方，返信機能を持つ掲示板やネッ
トニュースシステムではメッセージ間の繋がりを木
構造で表したりするが，この場合には異なる流れ (ス
レッドと称される)の間での時間的関係が曖昧にな
る．また，画像つきのメッセージを木構造で表すと，
一画面に収まるメッセージの数が少なくなり，一覧
性が下がってしまう．

ChatScapeでは一つのメッセージは二枚の画像1と
文 (文字列)という構造を持っていて，画面上では一
つのコマにランダムなタイミングで二枚の画像を切
替えて表示している．この「二枚の画像」をメッセー
ジ間の関係を表現するのに利用することを考える．
まず，一枚を元のメッセージ (親メッセージと呼

ぶ)の画像とし，もう一枚を，それに描き足した新た
な画像とするのが自明な方法である．これを親メッ
セージに関連付けた新たなメッセージ (子メッセージ
と呼ぶ)を作成する際の基本的な方法とする．加え
て，関係のある (同じスレッドに属する)一連のメッ
セージを表示しているコマの二枚の画像の切り替え
を，同期させるようにする．これは通常の ChatScape
の画面において，偶然同じタイミングで切り替わっ
た二つのコマは，離れた位置にあり，しかも互いに
まったく違う画像を表示していても，関連があるよ
うに錯覚されるという観察に基づいている．
子メッセージは親メッセージと同じ画像を一枚持

つが，これらを表示するコマが同期して画像を切り
替えることで，同じ画像を同時に表示しないように
� 一枚しか持たない場合もある．以下その場合は同じ画像
が二枚あるものと見なして話を進める．
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図 1. 同期した画像切り替え (1)

することができる．すなわち，単に切り替えのタイ
ミングを合わせるだけでなく，親メッセージのコマ
が表示している画像に応じて子メッセージのコマの
画像を決定する (図 1)．視覚的には，同じ画像が関
連するコマとコマとの間で移動するように見えるの
で，関連をより強調することができる．
親子関係が連鎖していく場合や，スレッドが途中

で分岐するような場合でも，あるメッセージに対す
る親メッセージが一つである限り，このような方法
で矛盾は生じず，各コマで表示すべき画像を決定で
きる (図 2)．子メッセージに関連付けたメッセージ，
すなわち孫メッセージにあたるものを作成する際に，
子の持つ二つの画像のうち親と同じものを孫が継承
すると，親のコマと孫のコマで同じ画像が同時に表
示されるようになり，見かけ上，関係がやや判りづ
らくなる可能性がある．特に一つの親に複数の子が
ありそれらに応じた孫がそのような状態だと，子と
孫の関係が曖昧になる．このことによる実用上の不
便さがどの程度現れるかは今後フィールドテストな
どを行う必要があるが，コマ同士の関連を確認でき
る補助的な手段も用意すべきであろう．
ここで述べた，関連のあるコマを同期して変化

させる方法 (synchronized flipping と呼ぶ)は，元の
ChatScapeにおけるコマの表示のレイアウトには影
響を与えない．すなわち，時系列によるメッセージ
の並びとタイル表示による一覧性は損なっていない．
基本的には時系列に基づいた表示であり，そこにス
レッドの関連性が埋め込まれる形になっている．

3 ChatScape+

手書き画像によるメッセージの作成，子メッセージ
の作成に対応し，前節で述べた synchronized flipping
の機能を採り入れた ChatScape+ (ChatScape plus)を
実装した (図 3)．これはクライアントとして，もし
くはスタンドアロンで動作する．サーバも旧来の
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図 2. 同期した画像切り替え (2):スレッドが分岐する場合

ChatScapeサーバから機能が拡張され，メッセージ
の関連づけのデータを扱えるようになり，関連する
一連のメッセージを取り出すなどの問い合わせに対
応している．サーバは Java で記述され，Linux や
Windowsなどの環境で動作する．

ChatScape+も Javaで記述されている．一覧表示
ウィンドウと，メッセージ作成用エディタ，スレッ
ド表示ウィンドウからなり，通常は一覧表示ウィン
ドウのみが表示されている．一覧表示ウィンドウの
大きさは可変で，大きさ，縦横比によって同時に表
示されるコマの数が自動的に決定される．縦に細長
くし，デスクトップ画面の左右の端のほうにおいて
おくようなことも可能である．ウィンドウの大きさ，
コマの数によらず，メッセージは左上から右下へ向
かい横向きに時系列で並べられる．
一覧表示ウィンドウ上では synchronized flipping

により関連するメッセージを表示しているコマが同
期した動きをするようになっているが，二つのメッ
セージの共通の親メッセージが画面上にない (画面
上の最も古いメッセージよりも古い)場合は同期し
ない．これは，遠く遡らなければ共通のメッセージ
にたどり着かなければならないようなメッセージ同
士は関連が薄いと見なせるであろうということと，
数多くのメッセージを遡って同期を行う処理を軽減
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図 3. ChatScape+

図 4. 中段右のコマを選びロックした状態

することを目的とした仕様である．
一覧表示ウィンドウ上には「フォーカスの当たっ

ているコマ」が一つ存在し，何も操作しない状態で
は一定時間 (1秒)毎に左上から順に時系列を追って
表示されているコマを移動していき，右下にたどり
着くとまた左上に戻る．フォーカスの当たっている
コマは他のコマよりやや明るく表示され，赤い枠が
付けられる．そして，そのコマの親，さらにその親
として辿れるコマと，そのコマの子として辿れるコ
マも同じ明るさで表示され，オレンジ色の枠が付け
られる．同じ親の他の子にあたるコマはやや明るく
表示されるが枠は付かず，これにより synchronized
flippingのみでは表し切れない関係も表現している．
フォーカスの当たっているコマはマウスカーソルを
移動させることで選ぶこともできる．また，コマを
クリックして選び，フォーカスをロックすることが
できる．この場合は図 4のように通常表示のコマが
暗く表示され，スレッドが強調される．
コマの表示の右上の小さな矢印のアイコンは親

図 5. メッセージ作成用エディタ

図 6. スレッド表示モード

メッセージがあることを示し，右クリックで現れるメ
ニューで，親メッセージに飛んだり，親を辿っていっ
た大元の親に飛ぶことができる．メッセージがリン
クの URLを持つ場合は，それを示すアイコンが付さ
れ，ポップアップメニューから「Start Web Browser」
を選ぶとリンク先のページを見ることができる．
子メッセージを作成する場合は，親メッセージ (と

するもの)が表示されているコマを選び，ウィンド
ウの下部に並ぶボタンか，ポップアップメニューで
「Follow Up」を選ぶ．するとメッセージ作成用エディ
タが起動し，親メッセージの画像の一つが表示され
た状態になる (図 5)．表示された画像が所望のもの
と違う場合は，「Flip」ボタンを押すことにより切り
替えられる．描き直したい場合には「Reset」ボタン
により元の画像が表示される．また，テキスト部分
は上部のテキスト入力枠に入力する．手書きの機能
に関しては普通の簡単なお絵書きエディタであり，
作成が完了したら「Post」ボタンを押して投稿する．
投稿するとエディタのウィンドウは閉じられる．
新規メッセージを作成する場合は，一覧表示ウィ

ンドウで「New」のボタンを押す．すると同じくメッ
セージ作成用エディタが起動しメッセージを描く・書
くことができる．写真などの画像ファイルをエディ
タにドロップすることにより，その画像をベースに
したメッセージを作成することもできる．このバー
ジョンでは，テキストメッセージを入力することに
より自動的に備え付けられたカメラで写真を撮ると
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いう旧来の機能はまだ実装されていない．
スレッド表示ウィンドウは一覧表示ウィンドウで

「Thread View/Loop」ボタンを押すことにより起動さ
れる．これは，一つのスレッドを，その起点から分岐
も追って全て表示するウィンドウである．ウィンド
ウの左側には大きく画像が表示され，右側にはテキ
スト部分と投稿者の名前と時刻がツリー上に表示さ
れる (図 6)．一覧表示ウィンドウと同じようにフォー
カスがあり，最初のメッセージから順にスレッド構
造を深さ優先で辿っていく．最初のメッセージのみ
が二枚の独自の画像を持ち，それに続くメッセージ
は独自の画像は一枚ずつなので，最初のメッセージ
のみ 2秒間フォーカスが当たり，1秒ずつ二枚の画
像が表示され，他は 1秒間のフォーカスで，その間
独自画像が表示される．これにより，描き足されて
いく様子をアニメーションとして見ることができる．
フォーカスが当たっているとき，対応するテキスト
部分はハイライトされる．
フォーカスがスレッドの最後まで移動すると，

「Thread Loop」モードでは同じスレッドの先頭に戻
り，「Thread View」モードでは次のスレッド (一覧表
示ウィンドウで表示されているメッセージの並びで
次にあたるもの)に移る．このモードはウィンドウ
の下部のボタンで切り替えられる．このウィンドウ
から「Follow Up」を選ぶこともできる．
どのウィンドウも，液晶ペンタブレットのみでキー

ボードを持たない端末での使用を考慮し，メッセー
ジのテキスト入力以外はキーボードを用いる必要は
ないようになっている．Windowsのネイティブアプ
リケーションとして動いている旧来の ChatScape端
末も，現在のところ synchronized flippingによるス
レッド強調表示には対応している．カメラつき携帯
電話からの投稿にも対応しており，全体としては写
真や手書き画像の混在した，さまざまなメッセージ
のやりとりが行える環境となっている．

4 関連研究

複数のユーザが描画することによるインタラク
ションという点では，CSCW (Computer Supported
Cooperative Work)の分野での共有黒板の研究や，三
次元の共有仮想空間を用いたインタラクション [2]
などの研究が行われている．これらは主に共同で作
業を行うという密なインタラクションに着目してお
り，掲示板やメイルでのやりとりのような，時間的
に広がったコミュニケーションについてはあまり考
えられていなかった．
巻物のような一枚の紙にテキストメッセージを張

り付けたり，手書きで書き込んだりしていく形式の
コミュニケーションツール [4]もある．描画領域の
左から右へというおおよその時間の流れは存在する
が，個々のメッセージ間の時間関係はあまり考慮さ
れていない．また，描き足される前の状態を参照し

たり，描き加えられていく過程の表現したりする機
能はない．
メッセージに基づくコミュニケーションの研究も

数多く行われているが，[3]など，新たなメッセー
ジ，重要なメッセージ，ユーザが興味を持つであろう
メッセージにいかに気づかせるかという，アウェア
ネスの観点に立脚したものがほとんどで，メッセー
ジ自体やその流れをどう見せるかということに注目
したものは少ない．ComicChat[1]では，メッセージ
を表示するコマに他の発言者のキャラクタも同時に
表示することにより，誰の発言に対する発言かを表
すことを行っているが，メッセージ間の関係や，そ
の流れを表すことはできない．

5 まとめ

本稿では，写真や手書きの画像に対して描き足し
て行くことを強調し，それを効果的に見せることに主
眼をおいたコミュニケーションシステムChatScape+
について述べた．写真と文字によるメッセージが時
系列でタイル状に並べられるレイアウトをベースと
し，それぞれのメッセージを表示するコマが二枚の
画像を持つことを用い，関連のあるコマを同期して
変化させることによりメッセージの流れを強調する．
既存の ChatScapeの延長として動作するので，カメ
ラつき端末やメイルを利用した投稿など他のスタイ
ルによるメッセージのやりとりとの混在が可能で，
コミュニケーションの幅を広げることができる．今
後は，このシステムをさまざまな人に利用してもら
い，目指す効果がどの程度あげられているかを検証
していく．また，システムのコミュニケーション以
外への応用も検討する．
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