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Abstract: This paper describes solutions for technical problems and extensions of interaction techniques of
Tangible Tabletop Interface (2nd TTT) using photo and inertial sensors as measuring devices. In the 1st TTT
measuring 3D location using ultrasonic wave, many gestures using physical objects called ”Tag” are proposed.
First, we investigated characteristics of accelerators and gyro sensors embedded in the tag and applied
gestures proposed in the 1st TTT system to the 2nd TTT by considering differences in characteristics of the
measurement methods. Secondly, we proposed a new marker pattern for measuring the azimuth of a tag by
photo sensors. This marker pattern which has a hole in the center can decrease occupied area of a marker
pattern on the display and the psychological translation range of the tag can be held down. We simulated the
azimuth calculation with the new marker pattern while the translation is mixed with the azimuth rotation, and
found the measurement accuracy of the azimuth is sufficient to switch the marker to a circular marker which
can measure the translation and azimuth angle of the tag at the same time. In addition, we proposed a
3D-mouse-like interaction technique.
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1. はじめに
遠隔協調作業では，少数の指示者が複数作業者の行動や
状況を把握しながら，迅速で適切な指示を出さねばならな

2. 関連研究
2.1 第 1 世代 TTT

い．そうした負担軽減のためにタンジブルユーザインタフ

第 1 世代 TTT[2]は，タグ上部に組み込まれた超音波トラ

ェース[1]の考えを応用し，筆者らは第 1，2 世代タンジブ

ンスミッターからディスプレイ上方に設置された複数の

ルテーブルトップ(TTT)[2,3]インタフェースを開発して

超音波レシーバに向けて超音波が発信される．各レシーバ

きた．

で受信する超音波の飛行時間の差からタグの 3 次元位置の

TTT はテーブルトップディスプレイとしてタッチパネル

計測を行う．この手法の計測精度は高いが，超音波レシー

付き大型 LCD，その上に置かれるタグから構成される．タ

バをディスプレイの上方に設置しなければならないため

グは作業者タグとクリップボード，マニュアルなどのツー

設備の単純化が難しい．またタグとレシーバの間をユーザ

ルタグとに分けられる．また各タグは，作業者と会話をす

の手が遮断すると計測が困難になる問題点もあった．

るためのウィンドウやマニュアルを閲覧するためのウィ
ンドウなどの GUI オブジェクトと対応付けられている．
本論文では光センサと慣性センサによる計測を行う第 2

2.2 第 2 世代 TTT
第 2 世代 TTT[3](図 1)は，タグ(図 2)に内蔵された光セ

世代 TTT のインタラクション技法の拡張について述べる．

ンサと加速度センサを相補的に用いることで，その位置・

まずタグに内蔵された慣性センサの特性について述べ，第

回転を計測している．第 2 世代 TTT には低速移動，高速移

1 世代 TTT で提案されたタグジェスチャを計測手法の違い

動，広域探索，静止モードの 4 つのモードがある．

を考慮することでどのように第 2 世代 TTT に適用したかを

低速移動モードはディスプレイに円形マーカパタンを

説明する．次に光センサによるタグの絶対角計測のための

表示し，光センサによってタグの位置と方位を同時に高精

新しいマーカパタンの提案を行う．加えてタグを用いた 3D

度に計測する．高速移動モードでは加速度センサによって

マウスに似たインタラクション技法を提案する．

タグの移動方向を計測し，矩形マーカパタンを表示し広範

図 1: 第 2 世代 TTT

図 3: 左右の手による持ち上げ時の加速度変化
測手法の違いを考慮し，光センサと慣性センサを組み合わ
せ，第 2 世代 TTT にタグジェスチャを実装した．この節で
は，どのようにタグジェスチャを適用したかを述べる．
3.2.1

Steady2Attach/Detach

Steady2Attach/Detach(図 4)はウィンドウとタグとの対応
付け，解除を行う．これらはタグジェスチャとタッチスク
リーンの組み合わせの一例である．紙を壁に貼り付け，取
り外すように対応付けと解除を行う．Steady2Attach では，
図 2: 第 2 世代 TTT の無線タグと座標設定

まずウィンドウをタッチするとマーカパタンがウィンド
ウの左上に表示される．その後マーカパタン上にタグを置

囲な位置計測を行っている．またタグを持ち上げた時は広

き，対応付けが完了する．Steady2Dettach も同様に，まず

域探索モードに切り替わり，およその 3 次元位置を加速度

ウィンドウをタッチする．これにより後述の Pick2Focus と

の 2 重積分で算出している．タグを静止させている時は静

区別を図っている．その後タグを持ち上げ，対応付けの解

止モードとなり，隠匿マーカパタンを表示しマーカパタン

除を行い，対応付けられていたマーカパタンも消える．

の面積を減少させている．

3.2.2

3. タグジェスチャ

ンドウを持ち上げフォーカスを与える．

3.1 慣性センサの特性

3.2.3

Pick2Focus

Pick2Focus(図 5)は文字通りタグに対応付けられたウィ
Copy-n-Paste

タグには 4 個の光(PT510: SHARP corporation)，3 軸加速

Copy(図 6)はタグをディスプレイ上で水平に動かし，作

度(LIS3LV02DQ: STMicroelectronics)， 3 個のジャイロセ

業者，マニュアルタグのような他のタグに近づけることで

ンサ(XV-3500CB: EPSON TOYOCOM)が内蔵されている．

認識される．Paste(図 7)はスタンプメタファを採用してい

まず，タグを置く，持ち上げという動作を検出するために

る．まずクリップボードタグを持ち上げた時に，ペースト

慣性センサの性能を評価した．図 3 のように水平面に対し

対象となりうるウィンドウにマーカパタンを表示する．こ

て鉛直方向を z 軸とし座標設定をした．

れらのマーカパタンの全体の輝度は周期的に変化してお

LIS3LV02DQ の検出範囲は±2[G]である．静止状態であ

り，その周期は各マーカパタンで異なる．その周期を光セ

っても LIS3LV02DQ の出力の分散は 3 軸全てについて大き

ンサによって計測することで，どのペースト対象のマーカ

い．一方，タグを左右どちらの手で持ち上げたとしてもｚ

パタン上にクリップボードタグを置いたかを識別する．

軸方向に非常に大きな変化が現れる(図 3)ことから，タグ
の持ち上げ動作には z 軸方向の加速度に着目する．
XV-3500CB の計測範囲は±100[deg/s]である．加速度セ
ンサと異なり，XV-3500CB の静止時における出力は 1LSB

Paste は遠隔地の作業者に指示を送るためのジェスチャ
であるので，誤った送信は作業者を混乱させる．誤送信を
なくすために，Paste は Copy より複雑な操作としている．
3.2.4

Sequential Copy-n-Paste

つまり 1[deg/s]も変化することはほとんどない．また，タ

Sequential Copy-n-Paste(図 8,9)は次々に Copy, Paste を行

グを水平面に置いた場合 x,y 軸まわりの回転が物理的に制

うことで実現される．これらは同時に複数作業者の映像を

限されることから，x,y 軸まわりの角速度が一定値となる

保存する，複数作業者に指示を行う場合に有効である．

場合はタグを置いた状態と検出する．
3.2 第 2 世代 TTT でのタグジェスチャ
タグジェスチャは，第 1 世代 TTT で提案されたタグとタ
ッチスクリーンを用いたインタラクション技法である．計

小島ら[4]は絶対方位角計測用のマーカパタンを提案し
た(図 10 右)．このマーカパタンは線対称で，中心角に伴
って線形に輝度が変化している．この計測手法ではマーカ
パタンの中心と複数光センサの重心とが一致した場合を
想定しているが，筆者らの場合ではその仮定は成り立たな
い．そこで 4 つの光センサ全てがマーカパタンに含まれる
範囲でタグを平行移動させ，算出される方位角と正しい方
図 4: Steady2Attach(上)と Steady2Dettach(下)

位角との差を調査した．光センサの配置も考慮して，方位
角を変化しつつ記録した．その結果，方位角の算出誤差は
±60[deg]となった(図 11)．円形マーカパタンの測定限界
は最大±45[deg]のため ，方位角探索から低速移動モード
へ移行した際にマーカパタンがタグに追従しない可能性

図 5: Pick2Focus

がある．

図 6: Copy

図 10: 円形マーカパタンの計測可能領域(左)と
絶対角計測用マーカパタン(右)
図 7: Paste

図 11:図 10 右のマーカパタンにおける
図 8: Sequential Copy

方位角と計算値との誤差(方位角 0[deg])
4.3 360°マーカパタン
タグの方位角と算出角との差を測定可能な範囲に留め
るための 360°マーカパタン(図 12)を提案する．このマー
カパタンは図 10 右のマーカパタンを基にし，マーカパタ

図 9: Sequential Paste

ンの半径の半分の長さを半径に持つ穴を開けた．穴の半径
は光センサ間の距離を考慮しているので計測上問題はな

4. タグの方位角計測モード
4.1 点対称
図 10 左の円形マーカパタンは同時に位置・回転の計測

い．
穴を開けた利点は 2 点ある．1 つはマーカパタンの画面
中の占有面積を小さくし，GUI の視界を改善した点である．

ができる反面，点対称である．つまり，180[deg]回転させ

2 点目はユーザに，タグの移動可能な範囲の心理的制約を

ると区別ができない．こうした取り違えが起きるとタグの

与える点である．

平行移動を反対方向に計算してしまい，トラッキングがで

新しいマーカパタンについても同様に平行移動が起こ

きなくなる．この取り違えは，起動時やマーカパタンの上

る場合の方位角の算出誤差を調査した(図 13)．その結果，

にタグを置くなどのタグジェスチャの後に起こりうる．

誤差は最大で±15[deg]となり，±45[deg]の範囲内である
ので，低速移動モードへの遷移が可能である．

4.2 絶対角計測のためのマーカパタン

図 12: 360°マーカパタン
図 14: 3D マウスモードによる Google Earth 操作

図 13: 360°マーカパタンにおける
方位角と計算値との誤差(方位角 0[deg])

5. 3D マウス的なインタラクション技法
3 節で述べたタグジェスチャはフォーカスなどのウィン
ドウ操作を行う．この節では，先述とは異なるタグジェス
チャの例として SpaceNavigator(3Dconnexion 社)と類似した
操作体系を持つ 3D マウスに似たインタラクション技法を
提案する．現在，このタグジェスチャの自由度は x,y 方向
の平行移動，z 軸回りの回転の 3 自由度である．
SpaceNavigator はそれらに加えて z 軸方向の押し/引き，x,y
軸回りの傾きの 3 自由度が加わる．今後 x,y 軸回りの傾き
を慣性センサによって計測することで SpaceNavigator とほ
ぼ同じ自由度の操作が実現できる．
今回，遠隔作業者の作業場所の把握に利用可能な Google
Earth の視点移動を行う 3D マウスモード(図 14)を実装した．
このモードでは円形マーカパタンの移動領域を制限し，そ
の移動限界を表す円を表示した．x,y 軸方向の地図のスク

図 15:システムの状態遷移図

ロールはこの円の中心とマーカパタンの中心との距離に
応じて，地図の回転はタグの z 軸回りの回転によって制御
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