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デバイスメディア指向ユーザインタフェース研究のいま！− SIG-DeMO 研究会の立ち上げとねらい−　特集

1.	 はじめに
「ん、何だろこれ（図 1）」
「あー、懐かしい。初めて研究で作っ
たデバイスだ。10 年近く前かな？この
絵筆をこんな風に描画対象に押し付け
ると、筆のしなり量に応じてこの曲げ
センサがしなって、抵抗値が変化して、 
RBIO＊ 1 っていうマイコンボードを経
由して、0-255 で値が取れるんです」

「RBIO…、Arduino＊ 2 みたいなもので
すか？」

「そんな感じです。最近はセンサやア
クチュエータは少ロットでも入手でき
るから、だいぶこの手の工作のハード
ルが下がりましたね」

「ですね。3D プリンタも前は業者に外
注してましたけど、最近はお手ごろな
価格になって、研究室とか個人でも持
つようになって、ちょこっとしたもの
を作るのがずいぶん楽になりましたね」

「うんうん。…さて、本日の最初の議題
は研究においては“何のため”にモノ

「作ってみた」から「研究」へ

を作るのか？です」
「おー、なるほど。うーんと、プロトタ
イピングとかでしょうか？」

「はい正解。この筆は、とある課題を
解決するためのデバイスを開発してい
て、その機構検討のためのプロトタイ
プでした」

「当たった」
「そのほかにもありますよ。MIT Media 

lab. の“Demo or Die”というフレー
ズはご存知ですか？」

「“デモか死か”？」
「自身のアイディアをアイディアで終わ
らせずに、実際にデモができるところ
まで昇華しましょう、っていう意味で
す。デバイスを作るのは、他人に実現
可能性を見せるためという目的もあり
ますね」

「なるほど。冒頭で出てきた筆デバイ
スはプロトタイプだという話でしたが、
最終的にはどんなデバイスになったん
ですか？」

「いい質問ですね。それではついでに
もう一つデバイスを作成した研究も併
せてご紹介します。それらを踏まえて、
モノが絡む研究とはどんなものか、に
ついてちょっと考えてみましょう」
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図 1	 10 年前くらいに作った	筆型デバイ
	 スのプロトタイプ

＊ 1 http://prod.kyohritsu.com/rbio.html
＊ 2 https://www.arduino.cc/
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2.	 事例1：筆型デバイス [1]

「…ということで、先ほどの筆型デバイ
スですが、こちらが最終版のデバイス
です（図 2）」

「色んな機構が入っていますね。プロ
トタイプで使っていた曲げセンサはア
ナログスティックコントローラになっ
たんですね」

「そうです。これで穂先のしなり量だけ
ではなく、方向も取得できます。この
デバイスを使ってユーザは仮想的な描
画を楽しむことができます」

「PC でお絵かきするためのものです
か？それだとペンタブレットがすでに
あるような…」

「似ていますが、ペンタブレットと大き
く違うのはその触感です。ペンタブレッ
トのペンでは筆圧をとるために多少上
下するようにはなっていますが、実際
の筆の穂先に比べると硬質であること
は否めません。このデバイスでは穂先

図 3	 MR 型描画システムの体験風景。実物体に対して実際の描画
	 と同様の感覚で仮想的な描画を行うことができる。右上は、
	 ユーザがHMD越しに見ている映像。 図 4　ThirdEye

図 2　筆型デバイスの内部機構

のしなりを実現するため、シリコン製
の穂先を作成し、表面に静電植毛技術
を用いて加工を施すことで、描画対象
との摩擦を抑えつつダイナミックな描
き味を実現しているんです。あ、折角
だからちょっと体験してみます？」

「ぜひ！」
「描画システムには複合現実感（Mixed 
reality; MR）技術を用いています。こち
らの HMD (Head Mounted Display) を
かけると、仮想のパレットや絵の具が現
実の風景に重ねて表示されます（図 3）」

「あれ、もしかしてこのお皿やコップに
も描けるんですか？」

「はい。描けますよ。既存の PC の描画
ソフトの多くは、キャンバスは平面に
限られていました。でも、実際の描画
では、絵付け体験のように、お皿やカッ
プなど、立体物に描くこともできます
よね。このシステムでは、実物に筆で
直接触れて、仮想の描画を楽しむこと

ができるんです」 
「なるほど。実際の描画みたいに、力
加減を変えながら強弱のついた線を描
いたり、キャンバスをくるくる回しな
がら描いたりできる一方で、絵の具を
無限に使えたり、簡単に消すことがで
きたりとデジタルならではの利点があ
りますね」

「はい。これまでにいくつかの学会で技
術展示をしてきましたが、やはりそう
した点に関して、多くの体験者から好
意的なコメントがありました。他にも、
穂先からキャンバスの質感の違いを感
じられる点も特徴です」

「確かに、この陶器のお皿と、木の机だ
と穂先の引っかかり方が違いますね」

「あと、この穂先部分にもうひと工夫あ
ります。現実の描画だと、例えば広い
ところを均一に塗るときは平筆、細か
いところを塗るときは面相筆、といっ
た風に筆を使い分けるんですが、この
デバイスでは…」

「穂先が取れた！」
「こんな風に、穂先を付け替える“先
端着脱方式”によって、丸筆、平筆な
どの細かい筆の種類の切り替えができ
るようになっています」

「共通化できるところは共通化して、
デバイスをコンパクトにしているんで
すね」

3.	 事例2：ThirdEye[2]

「さて次はこちらです（図 4）」
「目玉親父？」
「利用スタイル的には“三つ目がとおる”
かなあ…」

「昔、アニメがあったような…？」
「ありましたねー。…ええと、本題です
が、今、私たちは喋りながら、お互い
の顔を見たり、この目玉を見たりして
いますね」
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れは人工ウレキサイト（テレビ石）の
特性を利用しています」

「ウレキサイト？」
「科学館とかお土産物屋さんで売って
いることもありますよ、下側に置かれ
た画像を、反対側の表面に浮き出した
ように投影する（図 7）という特性を
もつ鉱物です。ThirdEye はこれを半
球状に加工して作成しています」

「確かにぎょろぎょろと動いているように
見えますね。読者の方は Youtube で動
画＊3を見るとわかりやすいと思います！」

「宣伝…」
「宣伝してみました。それにしても、機
構が不要なのは、シンプルでいいで
すね」

「はい。既存の眼球型、あるいは眼球
を持つロボットと比較すると、描画ソ
フトウェアのみで動作するため、簡易
な装置、低消費電力で優れた応答速度
を実現できるという特徴があります。
先ほど見せたように、特にモバイル端
末を用いた対話への利用を想定してい
て、今後移動を伴う作業の遠隔指示に

「はい」
「相手の注視方向から、相手が今、何
に注意を向けているか、を把握するこ
とは“gaze awareness”といって、人
同士の対話を円滑にするための重要な
要因の一つです。ですが、Skype など
のビデオ対話システムを使う場合、平
面のディスプレイに映し出された相手
の顔画像からは視線が正しく読み取れ
ません。この現象はモナリザ効果と呼
ばれています」

「モナリザって、あのダ・ヴィンチのモ
ナリザですか？」

「そうです。モナリザに限りませんが、
肖像画や顔写真って、正面から見ても、
斜めから見ても、ずーっと目が合って
いるように感じませんか？」

「確かに」
「こうやって対面して話しているとき
は、目は立体物なので、見ている方向
によって黒目と白目の比率が変化し、
自然とどこを見ているかを読み取るこ
とができます」

「ディスプレイに写された顔画像だと、
立体感がなくなってしまうので、視線
方向が正しく読み取れなくなってしま
うんですね」

「そのとおりです。それで、この、人の
眼球を模倣する立体的な眼球ディスプ
レイ、ThirdEye を提案しました。使
い方としては、図 5、図 6 のように、
タブレットやスマートフォンに取り付
けて、遠隔地にいる人の視線方向を提
示します」

「ThirdEye 自体には機構は入っていな
いようですが、どうやって動かすんで
すか？」

「このように、ディスプレイ上に動く瞳
を描画し、その上に ThirdEye を置く
ことによって、眼球が周囲を見回して
いるように見せることができます。こ

も使えるのではないかと思っています」
「実際にどのくらい正しく視線が分かる
ようになったんですか？」

「いい質問ですね。この研究では、評
価実験を行って、平面ディスプレイに
映した顔から視線を読み取る場合と、
ThirdEye から読み取る場合で、視
線提示の精度をそれぞれ計測しまし
た（図 7、図 8）。その結果、平面ディ
スプレイを斜めから見た場合には誤差
の絶対値が 7.0cm になったのに対し、
ThirdEye を用いた場合は 1.8cm にな
りました」

「ちゃんとモナリザ効果が抑制されて
いますね！」

4.	「つくってみた」で終わらせない
	 ために

「さて、最初にお話ししたように、最近
はモノを作ることが非常に容易になっ
ています。しかし私は、容易になった
からこそ、“深くアイディアを練る前に

図 6　ThirdEye を用いた遠隔協調作業の例

図 7	　遠隔協調作業におけるシステム構成

＊ 3 https://youtu.be/AyQY3xVpVBY
図 5	 ウレキサイトで下の画像が浮かび上
	 がっている様子
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ある程度の形ができあがり、そこで達
成感を得てしまって、そのまま次の、
別のアイディアに手を付けてしまう”
という事が多くなってしまうことを危
惧しています」

「作ったものが作りっぱなしになってし
まうという事ですね」

「はい、それって勿体ないなあと。ぜひ
一度立ち止まって、
・ 解決したい実問題は何か？
・ どのようにしてその問題を解決する
 のか？
・ 何故その発想に至ったのか？
・ 過去の研究との差分は何か？
・ 実際に作ったモノが問題を解決し
 たか？
といったことを改めて考えてほしいな
と思います」

「今回の筆型デバイスと ThirdEye だと
表 1 のような感じになりますね」

「そうですね。これらの項目を整理する
ことができると、“作ってみた”ものが

“研究”と呼べるものになります。ぜひ
整理したものを人に伝わる形で言語化
し、論文や図、動画といった各種メディ
アで残して“未来”につなげて欲しい

なと思います」
「なるほど。しかし自分だけでまとめる
のはなかなか大変そうです」

「そんなあなたに SIG-DeMO 研究会が
おススメです」

「ダイレクトマーケティングですね」
「ダイレクトマーケティングです。SIG-
DeMO 研究会は阪大の伊藤雄一先生、
東大の鳴海拓志先生、慶応大の杉浦裕
太先生など、デバイスをバリバリ作っ
て第一線で活躍中の先生方が中心と
なって立ち上げた研究会です」

「参考になる話が聞けそうですね！」
「そうですね。そのほかにも、例えば、
作った物を持ち寄り、研究としてまと
め上げていくためにはどのような方針
が考えられるか、を互いに議論するよ
うな企画を考えています」

「まだ研究として完成していない段階の
ものに対して意見がもらえるんですね」

「そうですね。特に私は“評価手法”
について情報共有ができれば役に立つ
んじゃないかなと思っています。作ら
れるデバイスの中には、他に例を見な
い革新的なものであるがゆえに、既存
の評価手法が適用できないことも予想

されます。例えば今回紹介した筆型デ
バイスは比較できる既存手法がなかっ
たので、様々なユーザに利用させてコ
メントを収集したり、実際に 3 次元物
体に実物の絵の具で描画した結果と比
較したりして、妥当性を評価しました。」

「研究会で、妥当な評価方法について
議論したり、方法論を共有出来るとよ
さそうですね」

「と、いうわけで SIG-DeMO 研究会の
今後の動向をウォッチしましょう！」

「はい！」
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図	9　実験環境図 8　実験条件

表 1　各事例における研究としての要点
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