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あらまし 携帯電話や PDA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が、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。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しいる場合が多い。本研究では、Toss-Itというモバイルデバイスにおける情報の移動を

直感的に実現するインタフェースを提案する。Toss-Itによって、ユーザはボールをトスするように、あるいはカード

を配るようにデジタルな情報の移動を実現できる。本稿では現在までに開発を進めてきたユーザの動作を認識するた

めの技術に関して主に述べる。
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Abstract Recently, mobile devices have rapidly penetrated into our daily lives. However, several drawbacks of

mobile devices have been mentioned so far. In this paper, Toss-It provides intuitive information transfer techniques

for mobile devices, by fully utilizing their mobility. By using the developed system called Toss-It, a user can send

information from the user’s PDA to other electronic devices with a ”toss” or ”swing” action, as the user would

toss a ball or deal cards to others. We will present the circuit boards designed to be attached to a PDA and the

algorithms for recognizing ”toss” and ”swing” actions.
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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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(a) (b) (c)

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

がある。

一方、現実世界において我々が近くの人にものを渡す際には、

相手に向かってものを投げ渡す (トスをする) という動作だけ

で済ませてしまうことができる。この現実世界での動作で同じ

ようにデジタルな情報の移動を実現することができれば、前述

のような煩わしい操作を行う必要性がなくなる。本研究では、

Toss-Itというモバイルデバイス (本研究は PDAを用いる)に

おける情報の移動を直感的に実現するインタフェースを提案す

る。Toss-Itによって例えば次のようなことが実現される。

• 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。

このように「トスをする」や「振る」という動作によって情

報の移動を行うためには、Toss-It は大きく以下の 3 つの要件

を満たさなければならない。

• 「トスをする」もしくは「振る」動作がどの PDAで行わ

れたかを認識する
• ユーザの位置と向きを自動的に認識する
• ファイル転送等のデータ通信ができる

3番目の要件に関しては現在一般的にモバイルデバイスでも

利用されている無線 LANと、ソケット通信を用いたプログラ

ムを用いることとした。さらにサーバを準備し各々の通信を管

理するようにした。本稿では特に現在までに開発を進めてきた

1番目の要件に関して述べていく。

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 [13] 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

— 2 —



図 2 慣性センサ群を搭載した基板

Fig. 2 A circuit board with inertial sensors

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 [14] 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、GestureWrist [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。

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. 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

法を採用した。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いる [1], [5]。本研

究でもこれらと同様の手法を用いて動作の推定を行う。本手法

はカメラを使って画像処理を行って認識する手法などと比較し

て、より低いコスト (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。

本研究では加速度センサとして検出可能範囲が±10[g]である

Analog Devices 社製 ADXL210 を用いた。この加速度センサ

は直交する 2軸の加速度を検出することができる。また、角速

度センサとして 1軸振動型のジャイロセンサCRS-03を用いた。

図 3 慣性センサ群を搭載した基板 (改良版)

Fig. 3 A circuit board with inertial sensors (improved version)

このセンサは検出範囲 200[deg/sec]、感度 10[mV/(deg/sec)]

の性能を持つ。これらのセンサ群を PDAに取り付けるが、ま

ずこれらのセンサ群の出力がどのようになるかを分析するため

に、図 2のようなテスト基板を製作した。

このテスト基板から得られた出力を分析したところ、各セン

サにおいて 1[kHz] 以上の周波数帯の一部に出力に影響を与え

るノイズが定常的に存在することを確認した。このため、カッ

トオフ周波数を 1[kHz] としたローパスフィルタが必要である

ことを確認した。さらに、角速度センサは実際に利用する際

には 3軸方向の回転を検出する必要があるために、3つ取り付

ける必要があるが、センサを取り付ける基板自体の大きさは

PDA程度にする必要があるために、取り付け面積に限界があ

る。CRS-03は加速度センサに比べて大きいため、今回使用し

た CRS-03よりも小型の角速度センサを用いる必要があると考

えられた。

以上のことを踏まえた上でさらに開発した基板を図 3 に示

す。加速度センサとしては 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 3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. 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。
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図 4 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. 4 A typical example of the output data of an accelerometer

when a user conducted a ”toss” action with Toss-It

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 3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 4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 4の P 領域)と負の領域における積分量 (図 4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 4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 4参照)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 4参照)。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 4 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 4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 [15]。

4. 2 「トス」の強さの推定アルゴリズム

「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。「トスをする」動作における初速度

を v0、投げ挙げ角度を θ、重力加速度を g とすると、その推定

飛距離は運動方程式を利用して、

distance =
v2
0 sin 2θ

g
(1)

と書ける。また、一連の動作における最高速度は加速度セン

サの値を積分することによって得られる。ある時点 kにおいて

PDA上で観測された 3軸の加速度を加速度ベクトル �s(k)、回

転行列を�(k)で表す。この時、PDAに作用する重力加速度を

除去すれば実際の PDAの加速度が求まる。すなわち、

�(k) = �s(k) − �(k) (2)

ここで、�(k)はある時点 kおける PDAに作用する重力加速

度ベクトルで、基準座標系における重力加速度ベクトル �0 を

用いて、�(k) = �−1(k)�0 によって計算できる。さらに基準座

標系における速度ベクトル �lab(k)は回転行列を用いて、

�lab(k) = �lab(k − 1) + T�(k)�(k) (3)

と計算できる。ここで、T は 1サンプル時間を表す。また遠
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図 5 推定飛距離の分布

Fig. 5 A distribution of the estimated distances

Target distance[m] Average[m] Standard Deviation

1 0.995 0.683

2 1.91 1.01

3 3.02 1.35

表 1 各目標飛距離に対する推定値の平均と分散

Table 1 Average and standard deviation for each target distance

心加速度は十分小さいものとして考慮していない。これによっ

て得られた最高速度を利用して推定を行っている。

4. 3 「振り」の軌跡の推定アルゴリズム

「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。

まず、PDAの軌跡ベクトルを求める。ある時点 k における

実際の PDA の加速度ベクトルは式 (2) によって求められる。

さらにこの加速度ベクトル �(k)から基準座標系における速度

ベクトル �lab(k)は式 (3)によって求めることができる。さら

に基準座標系における変位ベクトル p(k)lab は �lab(k) に関す

る積分計算を行うことで求めることができる。すなわち、

�lab(k) = �lab(k − 1) + T�lab(k) (4)

この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 �lab(0)と動作の終了点 �lab(kend)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 lとすると、円弧

の中心角は次式によって計算できる。

angle = 2 sin−1 l

2r
(5)

なお、r はあらかじめ実験をして決められた円弧の半径で

ある。

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。
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図 6 推定角度の分布

Fig. 6 A distribution of the estimated angles

Target angle[deg] Average[deg] Standard Deviation

45 54.2 14.8

90 89.2 14.3

135 129 8.80

表 2 各目標角度に対する推定値の平均と分散

Table 2 Average and standard deviation for each target angle

5. 動作認識に関する実験と評価

5. 1 実 験 内 容

以上で述べたハードウェアとアルゴリズムの設計が Toss-It

におけるシステム要件をどの程度満たすものかを確認するた

め、実験を行った。実験においては特に「トスをする」あるい

は「振る」動作の強さや軌跡がどの程度正確に推定できている

かを評価するものとした。具体的には、「トスをする」動作に関

しては被験者から 1[m]、2[m]、3[m]離れた場所に向かって情報

を投げ渡す動作を、「振る」動作に関しては 45[deg]、90[deg]、

135[deg] の 3 つの角度を目標に動作を行ってもらうこととし

た。被験者は 6名で、各々の目標値に対して 25回動作を行っ

てもらい、その推定値を記録した。なお、実験前にシステムと

動作に慣れてもらうために簡単にシステムの説明をし、「トス

をする」あるいは「振る」動作の練習をしてもらった。

5. 2 実験結果と評価

まず、「トスをする」動作の実験中において「振る」動作が行

われたと認識されたこと、あるいは「振る」動作の実験中にお

いて「トスをする」動作行われたと認識されたことは一度もな

く、「トスをする」動作と「振る」動作との区別は問題なく行わ

れていることが確認された。以下では「トスをする」動作の実

験結果、「振る」動作の実験結果の各々に関して詳しく述べる。

5. 2. 1 「トスをする」動作の実験結果

図 5 に飛距離の推定値を目標の飛距離毎に分けて示す。図

5 から見て取れるとおり、目標飛距離 1[m] の場合は 0.5[m]～

1.0[m]の範囲に、目標飛距離 2[m]の場合は 1.5[m]～2.0[m]の

範囲に、目標飛距離 3[m]の場合は 2.5[m]～3.0[m]の範囲にそ

れぞれピークがある。また、各々の目標飛距離に対する推定値

の平均と分散を表 1 に示す。これらの値から目標飛距離 1[m]

と目標飛距離 2[m]、目標飛距離 2[m]と目標飛距離 3[m]の間に

おける平均値の差異に関して t-検定を行ったところ、その差異

は有意であることが確認された (両側検定、p < .01)。

5. 2. 2 「振る」動作の実験結果

図 5に角度の推定値を目標の角度毎に分けて示す。図 6のと
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図 7 User1 が User2 を越えて User3 に画像を「トス」した例

Fig. 7 User1 ”tosses” an image to User3 beyond User2

おり、目標角度 45[deg] の場合は 45[deg]～50[deg] の範囲に、

目標角度 90[deg]の場合は 85[deg]～90[deg]の範囲に、目標角

度 135[deg]の場合は 130[deg]～135[deg]の範囲にそれぞれピー

クがある。また、各々の目標角度に対する推定値の平均と分

散を表 2に示す。これらの値から目標角度 45[deg]と目標角度

90[deg]、目標角度 90[deg] と目標角度 135[deg] の間における

平均値の差異に関して t-検定を行ったところ、その差異は有意

であることが確認された (両側検定、p < .01)。

以上の実験から、上述のハードウェアとアルゴリズムによっ

て「トスをする」あるいは「振る」動作を取得するだけでなく、

「トス」の強さや「振り」の軌跡がある程度正確に取得できて

いると考えられる。

6. ユーザシナリオ

Toss-Itによって、モバイルデバイスにおける様々な情報の移

動が実現される。なお、現時点では位置認識技術を開発してい

ないため、ユーザの位置や向きはあらかじめ決められており、

固定されているものとしている。

図 7 は、User1 が User2 を越えて User3 へ写真ファイルを

「トス」しているシーンである。この時、User1は User3に送

りたい写真を選択し、User3に向かって「トスをする」だけで

よい。このように Toss-Itでは情報の移動に関して煩雑な操作

を行ったり、赤外線通信などのように受け手の近くまで移動し

て操作を行う必要がない。

この他にも考えられるユーザシナリオはいくつかある。詳し

くは、[16]を参照頂きたい。

7. 今後の予定

7. 1 位置認識技術の開発

Toss-Itが完成するためには、ユーザの位置や向きを認識する

技術が必要である。室内におけるユーザの位置情報を取得する

技術に関しては、超音波、赤外線、カメラ、無線 LANの電波

等を利用したものなど、さまざまなものが提案されている [3]。

本システムでは 10メートル四方をカバーし、誤差として 10cm

程度 (ほぼ PDA1台分の大きさ)の位置認識を提供できる技術

が必要であると考えている。

7. 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。

7. 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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