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Abstract – 近年、モバイルデバイスが急速に普及してきているが、そのインタフェースに関していく
つかの問題点が挙げられている。特にモバイルデバイスにおける他の機器との情報の移動に関してはユーザ
に煩雑な操作を強いる場合が多い。この問題点に対して、我々は Toss-Itというインタフェース技術を提案
しているが、本稿では Toss-Itにステレオカメラを用いた位置認識技術を組み合わせたシステムに関して述
べる。
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1. 背景

近年、携帯電話やPDA(Personal Digital Assistant)
に代表されるような、モバイルデバイスが日常の生活

に広く普及してきている。また、さらに今後もモバイ

ルデバイスがさまざまな場面において活用されていく

ことが大きく期待されている。モバイルデバイスは持

ち運びが容易などいくつかの利点があるが、モバイル

性を持つがゆえにそのインタフェースに関していくつ

かの問題を抱えている。例えば、情報を表示するディ

スプレイが限られていることや、PDA等では一般的
な入力手法となっている手書き文字での入力が依然成

熟したインタフェースとなっていないことなどである。

モバイルデバイスにおいては、他のモバイルデバイ

スやコンピュータ機器 (パーソナルコンピュータやプ
リンタ等)との間における情報の移動にも解決すべき
課題がある。例として自分のモバイルデバイスから相

手のモバイルデバイスへとファイルをコピーする場合

を考えると、赤外線通信やメモリカードなどを使って

実現することができるが、これらの方法は人間にとっ

てあまり直感的でない操作であったり、作業を完了す

るまでに多くの手順を必要とする場合がある。あるい

は、複数のデバイスへとデータのコピーを行う際には、

各々のデバイスに対して上述のような操作を何度も行

わなければならなかったり、データをプリンタで印刷

しようとする際には、プリンタを特定するためにモバ

イルデバイス上で何度も操作しなければならないこと
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がある。

我々はこのような問題点に対して、Toss-Itというイ
ンタフェース技術を提案している [14], [18]。Toss-Itで
は、「トスをする」あるいは「振る」という現実世界

の動作に着目し、これらの動作を利用することでデジ

タルな情報の移動を実現するインタフェース技術であ

る。例えば、Toss-Itを用いればデジタルな情報の移
動は以下のようになる。

• 相手に向かって PDAを「トスをする」動作をす
ることで、相手の PDAへファイルをコピーする。
あるいは、図 1(a)に示すようにより大きい「トス
をする」動作をすることで間にいる人を越えて、

相手の PDAへ情報をコピーする。
• プリンタに向かって「トスをする」動作をするこ

とで、PDAに保存されている写真を印刷したり
(図 1(b))、スクリーンに向かって「トスをする」
ことで、PDAに保存していたスライドをプロジェ
クタを介して投影する。

• 図 1(c)に示すように複数の相手に向かって PDA
を「振る」動作をすることで、複数の相手にファ

イルをコピーする。

[18]では、「トスをする」あるいは「振る」動作を認

識するために開発したハードウェアと認識アルゴリズ

ムに関して述べた。しかしながら、ユーザの位置や向

きを認識するシステムが未完成であったため、ユーザ

の位置や向きは固定としていた。

現在、Toss-Itの位置認識技術として赤外線 LEDの
マーカーとステレオカメラを用いたシステムを構築し

ている。本稿においては、ユーザの動作の認識に加え

て、[14], [18]では実現されていなかったユーザの位置や
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図 1 Toss-Itを用いた直感的な情報の移動例: (a)PDAから PDAへ (b)PDAから
プリンタへ (c)PDAから複数の PDAへ

Fig. 1 Intuitive information transfer techniques with Toss-It. (a) from a PDA
to another PDA (b) from a PDA to a printer (c) from a PDA to multiple
PDAs

向きを認識する技術に関して述べる。

2. 関連研究

2. 1 モバイルデバイスに関する直感的なインタ

フェースを実現する研究例

モバイルデバイスは近年急速に広く使われるように

なってきているため、モバイルデバイスに関するイン

タフェースの研究も数多く行われている。

Hinckleyらの研究 [4] では、センサを用いてデバイ

スの傾きを感知できるようにすることで、デバイスの

向きによってディスプレイの表示を縦方向・横方向に

切り替えることができるようになっている。あるいは

PDAを縦に傾けると縦に画面がスクロールするといっ
た操作が可能となる。この他にも同様の手法によって

モバイルデバイスのユーザインタフェースをより直感

的なものにすることを目指した研究がある [2], [10]。

Peephole Display [15]は、PDAのディスプレイの位
置をヴァーチャルな空間の位置とを結びつけており、

ちょうどのぞき窓から風景をのぞいているような感覚

を与えている。これによって、PDAを持って上下・左
右方向に動かすことで、ユーザが使用できる画面の大

きさを PDAのディスプレイ以上に劇的に大きくする
ことができる。

このようにモバイルデバイスのインタフェースに関

する研究は数多く行われているが、これらは主にモバ

イルデバイス単体で利用するものであり、情報の移動

を支援するものではない。次節では情報の移動という

観点から行われている研究に関して述べる。

2. 2 情報の移動を支援する研究例

Rekimotoは、電子的にエンハンスされたスタイラ
スを使用することにより、ハンドヘルドデバイス上の

オブジェクトをそのスタイラスで持ち上げ (pick up)、
他のハンドヘルドデバイスやスクリーンなどに移動さ

せる (drop)ことができるシステムを提案している [9]。

これによって非常に直感的なデータのやりとりを行う

ことができる。同様に、赤外線タグを使用して情報の

移動を行う端末を指して特定し、あらかじめ選択した

ファイルの移動などが直感的にデータのやりとりを行

うことができるシステムがある [12]。

これらのシステムは情報の移動を現実世界での行動

に近い形で提供している。しかしながら、face-to-face
となって使うことが前提となっているため、情報を移

動する際には相手の端末まで十分近づいて使わなけれ

ばならない点や、マルチキャスト機能を実現していな

い点で異なる上、図 1(a)のように人を越えて情報の
移動を実現するようなことは、[12] で用いられている

ようなポインティングという動作では十分に実現でき

ないものである。

2. 3 ジェスチャを利用したインタフェースの研究例

続いて、人間のジェスチャをインタフェースに適用

した研究例を取り上げる。XWand [16]はリビングルー

ムにあるような電子機器、例えば、テレビ、DVDプレ
イヤー、照明、パソコンなどを統一的に操作できるデ

バイスである。例えば、XWandを照明に向けて振る
と照明の on/offができたり、テレビに向けて XWand
を時計方向/反時計方向にねじることでボリュームの
大小を調節することができる。同様のシステムで、楽

器のような使い方を目指した研究も行われている [6]。

また、特別な入力デバイスを使用することなく入力

を行うことが必要とされるため、ウェアラブルデバイ

スの分野において人間のジェスチャを取り入れたイン

タフェースの研究が多くなされている。例えば、Ges-
tureWrist [8]と呼ばれるリストバンド型のデバイスが

挙げられる。これによって手の大まかな動きを認識す

ることが可能となり、デジタルな情報の操作に割り当

てることができる。その他、GesturePendant [11]とい

うペンダント型のデバイスなどが提案されている。



図 2 慣性センサ群を搭載した基板
Fig. 2 A circuit board with inertial sensors

以上のように人間のジェスチャをインタフェースに

適用した研究は数多くあるが、情報の移動のような複

数のモバイルデバイス間でのインタラクションを支援

するインタフェースにジェスチャを応用している研究

は数少ない。

3. 動作を認識するためのハードウェア

Toss-Itでは、「トスをする」あるいは「振る」動作
を取得するために PDAに加速度センサや角速度セン
サを取り付ける手法を採用している。加速度センサや

角速度センサを用いて人間の動作を取得する研究はす

でにいくつか行われており [1], [5]、比較的低コスト (数
万円程度)で実現できる、外部の機器や複雑な設定を
必要としない、といった利点がある。

開発した基板を図 2 に示す。加速度センサとし
ては検出範囲 200[deg/sec]、感度 10[mV/(deg/sec)]
の性能を持つ Analog Devices 社製 ADXL210 を、
角速度センサとしては検出範囲 300[deg/sec]、感度
0.67[mV/(deg/sec)]の性能を持つ村田製作所製 ENC-
03J を用いた。図 2 の基板には 4 つの加速度センサ
と 3つの角速度センサが取り付けられており、これに
よって 6自由度の動作を感知できる。センサ群の出力
はカットオフ周波数 1[kHz]のローパスフィルタを通っ
て、さらに信号を増幅してH8マイクロプロセッサに
送られる。H8マイクロプロセッサではセンサ群の出
力をAD変換し、シリアル通信を介して PDA本体へ
そのデータを送ることができる。

4. 動作の認識アルゴリズム

Toss-Itにおいては、単に「トスをする」あるいは
「振る」動作を認識するだけではなく、「トスをする」

動作においてはその動作の強さを、「振る」動作にお

いてはその動作の軌跡をも考慮する必要がある。これ

は、「トスをする」動作では図 1(a)のようにその強さ
によって情報の送信距離を、「振る」動作では図 1(a)
のようにその軌跡によって情報の送信範囲を決定する

必要があるからである。本節では、「トスをする」あ

図 3 Toss-It で「トスをする」動作を行った際
の加速度センサの典型的な出力例

Fig. 3 A typical example of the output data
of an accelerometer when a user con-
ducted a ”toss” action with Toss-It

るいは「振る」動作を抽出するアルゴリズム、「トス」

の強さの推定アルゴリズム、さらに「振り」の軌跡の

推定アルゴリズムを順に説明する。

4. 1 「トスをする」あるいは「振る」動作の抽出

アルゴリズム

理想的には図 2の基板に取り付けられた慣性センサ、
特に加速度センサの出力をそのまま用いることで、「ト

スをする」あるいは「振る」動作を取得することが可

能である。しかしながら、幾度かの試行実験の結果、

「トスをする」あるいは「振る」動作が終わった直後

において、特に加速度センサにおいて無視できない揺

らぎが計測されることが確認された。図 3は「トスを
する」動作を行ったときに加速度センサの典型的な出

力をグラフにしたものである。この無視できない揺ら

ぎによって特に「振り」の軌跡の推定値が大きく違っ

てしまうため、この揺らぎを除去する必要がある。

この揺らぎを除去するアルゴリズムを考える上で、

アルゴリズムを簡単化するための仮定をおいた。すな

わち、「トスをする」あるいは「振る」動作は静止状

態 (速度、加速度共に 0)から始まって、静止状態で終
了するという仮定である。また、スナップを利かせる

ような動作に関しては動作の開始から動作の終了まで

の時間が一般的に非常に短く、十分に検出することが

難しいことが観察されたため、現段階では扱わないこ

ととした。この仮定によって、ある一つの動作におい

て速度の増加量と速度の減少量は等しくなると考える

ことができる。すなわち、加速度センサの出力から積

分を行った場合に、正の領域における積分量 (図 3の
P 領域)と負の領域における積分量 (図 3の N 領域)
は等しいことになる。

このことから、不要な揺らぎを除去し、「トスをす

る」あるいは「振る」動作における慣性センサの一連

の値を取得するアルゴリズムを実装した。このアル

ゴリズムの説明を図 3 を例に用いて説明する。まず



加速度センサの出力値から加速度 0 の軸と交差する
時点、すなわち加速度センサの出力値の符号が反転す

る時点を検出する。この時点と一つ前の符号が反転す

る時点 (この時点を “starting point”と呼ぶ、図 3参
照)との間で加速度センサの出力値を積分する。この
積分値があらかじめ決められた閾値よりも大きく、か

つ加速度の最大値が閾値より大きい場合、検出した符

号が反転する時点を「トスをする」あるいは「振る」

動作における速度が減少し始める時点とみなす (この
時点を “inversion point”と呼ぶ、図 3参照)。続いて、
inversion point から符号が反転した加速度センサの
出力値の積分を始め、この負の領域における積分値が

starting pointから inversion pointまでの積分値とあ
る閾値以下の差で 0に近づく時点を求める (この時点
を “end point”と呼ぶ、図 3参照)。end pointが求まっ
た時点で積分計算を終了し、starting pointから end
pointまでの時間で「トスをする」あるいは「振る」動
作が行われたと認識する。このアルゴリズムによって

実際に認識されたものが図 3の灰色の部分である。
さらに、PDAはユーザによって自由に回転するこ

とが可能であるから、「トス」の強さや「振り」の軌

跡をより正確に計算するために、基準座標系と PDA
座標系における座標変換を考慮する必要がある。「ト

スをする」あるいは「振る」動作は静止状態から開始

するという仮定を用いて、starting pointにおける座
標変換はあらかじめ簡単な形で決定できるものとして

いる。また、動作中は角速度センサの出力値を用いて

回転行列をオイラー角の行列を用いて、座標変換行列

を逐次計算することができる [17]。

4. 2 「トス」の強さの推定

「トスをする」動作において、トスするものが物理

的な物体であれば、その飛距離は運動方程式を用いる

ことで計算できる。この時飛距離は初速度と投げ挙げ

角度によって決定される。Toss-Itでは実際に物理的
な物体を投げるわけではないので、「トスをする」動

作における初速度と投げ挙げ角度を慣性センサの出力

値から決定する必要がある。

我々は「トスをする」動作に関する簡単な実験を何

度か行った後、次のような仮定をおくこととした。す

なわち、(1)「トスをする」動作は PDAを床に垂直下
向きにした状態から始まって、フォロースルーなしで

終了する、(2)「トスをする」際には物体を最高速度の
時点で手から放す、である。この仮定によって、初速

度を 4.1節のアルゴリズムで抽出された時間における
最高速度とし、投げ挙げ角度を抽出された時間におけ

る角速度センサの出力値を積分したものを用いること

とした。一連の動作における最高速度は加速度センサ

の値から積分計算を行うことによって得られる。具体

的には、PDA上で観測された 3軸の加速度の値から作
用する重力加速度を除去する。その後、積分計算を行

い、PDA座標系から基準座標系へと座標変換を行う
ことで基準座標系における速度を得ることができる。

4. 3 「振り」の軌跡の推定

「振る」動作に関しては加速度成分を 2回積分する
ことによって動作の軌跡を推定している。この推定さ

れた軌跡によって図 1(c)に示すように情報の受け手が
どの範囲にいるかを特定することができる。ここで、

計算を簡単化するために、「振る」動作によって描かれ

る軌跡は体を中心とした円弧であると仮定した。これ

によって軌跡から円弧の中心角を求めることで、受け

手の範囲をより容易に特定できることになる。また、

図 1(c)に示す「振る」動作においては鉛直方向の動作
は大きくないとし、これを無視することとした。

PDAの軌跡ベクトルは加速度を 2回積分すること
で求めることができる。この際、PDA座標系から基
準座標系への変換を同時に行うことで、基準座標系に

おける変位ベクトルを求めることが可能となる。この

求められた各点を結んでいくことによって PDAの回
転にとらわれない軌跡を得ることができる。上述の円

弧の仮定により、動作の開始点と動作の終了点との直

線を円弧の弦と見立てることができる。この弦の長さ

を円弧の半径から、円弧の中心角を計算することが出

来る。なお、円弧の半径はあらかじめ実験をして決定

した。

これら「トスをする」あるいは「振る」動作の抽出、

強さや軌跡の推定は現在利用できる PDAでは処理能
力に限界があるため、現段階においてはサーバにて計

算処理を行っている。

5. 位置認識

位置認識技術に関してはすでに様々なものが提案さ

れている [3]。代表的な位置認識技術では、超音波やラ

ジオ波などを利用するものや、磁気センサ、カメラを

利用するものがある。本研究ではそれらの技術の中か

ら、カメラを利用することとした。カメラを利用する

位置認識システムは比較的構築が容易である点や、他

技術と比べても高い精度の位置認識が行える点などと

いった利点がある。さらに、本研究では処理を容易に

するため、カメラに赤外線フィルタを付け、マーカー

として赤外線 LED を用いることとした。以下では、
開発した位置認識システムについて述べる。

5. 1 デバイス

図 4 は位置認識システムで使われるマーカーであ
る。このマーカーには 3つの赤外線 LEDが搭載され
ており、全体として二等辺三角形の形をしている。後

で述べるカメラにおいてはこの二等辺三角形の形を認
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図 4 赤外線 LEDを用いたマーカー
Fig. 4 A marker with infrared LEDs

識することで、ユーザの位置と向きを求めることがで

きる。すなわち、図 4の頂点 A、頂点 B、頂点 C の

重心をユーザの位置、 �BAと �CAの和をユーザの向き

として認識する。また、頂点 Aにあたる赤外線 LED
はデバイス毎に異なる点滅パターンで点滅し続けてい

る。この点滅パターンを認識することでユーザの同定

を行うことができる。なお各赤外線 LEDは同じ基板
に搭載されたPIC(Peripheral Interface Controller)に
よって制御されている。

カメラに関しては赤外線 LEDの 3次元的な位置を
取得する必要があるため、複数台のカメラを用いてス

テレオ視することが必要となる。一般的にステレオ視

ではエピポーラ幾何を導入することによって複数台の

カメラ間の対応関係を取得し、2次元の画像から 3次
元の位置を取得することが可能となる [13]。そこで、例

えば、部屋の天井に単眼のカメラを複数台任意に設置

し、位置認識を行うことが考えられる。しかし、カメ

ラ間の距離が離れている場合などには正確な対応関係

を求めることが難しく、そのために内部に含まれる誤

差も大きくなる。そこで、単眼のカメラではなく、複

眼のカメラ (以下、ステレオカメラという。)を複数
台用い、各ステレオカメラで赤外線 LEDの位置を推
定することとした。図 5 は実際に使用しているステ
レオカメラである。このステレオカメラのレンズ部に

900[nm]以下の光を遮断するフィルタを取り付け、赤
外線 LEDの光のみを取得するようにしている。

5. 2 認識処理

マーカーをカメラでとらえた際の画像は図 6のよう
になる。画像中、白くなっている部分が各赤外線 LED
の光っている部分である。この画像は 0～255という
8[bit]のグレースケールで表現されている。各赤外線
LEDの 3次元位置を決定するために、まず各赤外線
LEDの画像中での重心位置を求める。そのため、128
を閾値として白くなっている領域を抽出する。領域を

図 5 ステレオカメラ
Fig. 5 A stereo camera

図 6 マーカーをとらえた際の画像 (左: 左側カメ
ラからの画像、右: 右側カメラからの画像)

Fig. 6 Images where one marker is captured
(left: An image from the camera on
the left side, right: An image from the
camera on the right side)

抽出した後、領域毎で重心の座標を求め、これを各赤

外線 LEDの画像中での重心位置とする。同様にもう
一方のカメラの画像からも各赤外線 LEDの画像中で
の重心位置を取得する。

続いて、得られた 2つのカメラ画像における各赤外
線 LEDの重心位置の対応付けを行う。図 6に示して
いるとおり、2つのカメラは完全に水平に設置されて
いるので、これらのカメラから得られる 2 つの画像
は互いに横方向にシフトしただけのものとなる。この

画像の関係を利用することで、簡単に対応する点を見

つけることが可能となっている。対応する重心位置が

決定した後、左右画像での「ずれ」を計算する。この

「ずれ」によって奥行き方向の距離を決定することが

出来る。

以上のようにして各重心位置に関して 3次元位置を
求める。求められた 3次元位置からそれらの重心を求
めることで、ユーザの位置が推定できる。また、カメ

ラからの画像を複数フレーム取得し続け、各フレーム

間での画像を比較することで点滅している赤外線LED
の位置を特定するとともに、点滅パターンを認識する。

この点滅パターンからユーザの同定を行い、さらに点

滅している点と点滅していない 2点から構成される二
等辺三角形から、ユーザの向きを認識する。



6. 今後の予定

6. 1 位置認識技術の評価

4節で述べた位置認識技術の性能に関して評価を行
う必要がある。1ユーザの位置の精度だけでなく、複
数のユーザが近くにいる場合などにおける認識の精度

なども評価する予定である。また、PDAには加速度
センサが搭載されているので、PDAが静止した状態
では加速度センサの値として重力加速度が得られる。

PDA本体の鉛直方向の傾きによって 2軸の加速度セ
ンサが感知する重力加速度の割合は変化する。従って、

この割合を利用することで、鉛直方向の傾きを計算す

ることが出来る。

このように 5 節で述べた位置認識技術に加えて、
PDA本体に搭載されたセンサの値を組み合わせるこ
とで、より正確な向きの認識を行える可能性がある。

これ以外にもより正確な位置・向き認識の精度を向上

させる方法に関して、性能評価の結果と併せて検討を

進めていく予定である。

6. 2 ジェスチャ認識技術の改良

5節にて示したとおり、現段階においては「トスを
する」あるいは「振る」動作に関して、ある程度正確

な推定が実現できている。しかしながら、特に「トス

をする」動作においては推定値のばらつきが大きく、

依然改良の余地があるものと考えられる。具体的には

我々が現実世界でものを投げ分けるのと同じ程度の解

像度や誤差を実現できれば良いと考えている。

また、現段階では 3次元的に広がる複雑な動作を取
得する段階には至っていない。複雑な動作を取得でき

れば本稿で示した情報の移動だけでなく、エンタテイ

メントゲームなど、他のアプリケーションへの応用も

考え得る。

6. 3 インタフェースとしての評価

システムを構成する技術要素がすべて整った段階で、

本研究が提案するインタフェースの評価を行う予定で

ある。具体的には既存の情報の移動を実現する技術 (赤
外線通信等)などと、情報の移動に費やす時間等に関
して比較を行い、認知的負荷に関して評価を行う方法

や、アンケートによる評価法などが考えられる。これ

らの評価法を統合して本研究が提案するインタフェー

スを多面的に評価する予定である。
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