解説

タッチパネル方式 による
ヒューマンインタフェースの 研究最前線
古市 昌一（日本大学

生産工学部 数理情報工学科）

米 国 ラ ス ベ ガ ス で 2009 年 1 月 に 開 催 さ れ た 2009

CES ☆ 1 の展示で，携帯端末やノート PC のモニタから

タッチパネル応用研究の新潮流

大型の表示装置に至るまで，さまざまな機器で共通的に

列車の券売機や銀行の ATM 等にタッチパネルが最初

利用されて注目を集めていた技術の 1 つが，複数の接

に採用されたときの理由は，ヒューマンインタフェース

触点の位置を認識可能なマルチタッチ方式のタッチパネ

としての優位性よりも，コスト面での優位性であったの

ルであった．

ではないだろうか．たとえば銀行においては年々サービ

シングルタッチ方式のものは従来から列車の券売機等

スの種類が増え，ATM がこれに柔軟に対応するために

でおなじみであるが，携帯電話でマルチタッチ方式が

は，表示画面と柔軟に連動させることができるタッチパ

最初に採用されたのは，2007 年に Apple 社より発売さ

ネルを中核としたインタフェースが不可欠だったであろ

れた iPhone である．TV の CM 等で，2 本の指で巧み

う．今後は，さまざまな年齢層や習熟度の異なる方々に

に画像を拡大・縮小し，指でなぞるジェスチャにより

適応した操作画面の提供等，ヒューマンインタフェース

画像を動かす新しい操作法を初めて観たときの新鮮さ

としての質の向上を目指した研究開発の重要性が高まる

を，多くの読者の皆さんは覚えているであろう．その後，

が，タッチパネルの応用を研究開発する者にとって現在

2008 年から 2009 年にかけてはマルチタッチ方式のタッ
チパネルを採用したノート型 PC の製品化が続いてお
り，TV 等を含む多くの表示装置がマルチタッチ方式の

最も魅力的なのが，マルチタッチ方式である．

タッチパネルとなる日も遠くないと筆者は信じている．

すいインタフェースを備えていることであろう．一方，

マルチタッチ方式のタッチパネルを備えた代表的な製
品である iPhone 等の特長は，直感的で誰にでも使いや

今後さらにタッチパネルの大型化が進むと，会議のよ

大きさや使用形態等が類似したタッチパネル方式による

うに多人数が協調作業する場でマルチタッチ方式が効果

インタフェースを持つ Palm OS や Windows Mobile

を発揮すると，読者の皆さんはお考えになるであろう．

搭載の携帯端末の場合は，マウス等の代替としてシング

しかし，上述したマルチタッチ方式のタッチパネルはい

ルタッチを基本とするペンを用い，画面上に表示される

ずれもシングルユーザであり，大型化により多数の人が

アイコン，ボタンやカーソル等を操作することが特長で

同時に操作できるようになったとしても，誰の指かをシ

ある．指により操作することも可能であるが，複数の指

ステムが認識できないため，文字や図等を描く作業には

の動きによるジェスチャ入力等ができないため，インタ

適さないのである．会議等の協調作業の場で必須となる

フェース設計時の自由度はマルチタッチ方式の方が勝

機能，それは同時に触れている複数の指がそれぞれ誰の

る．今後，マルチタッチ方式は携帯電話やノート PC 等

ものであるかを認識するマルチユーザ機能である．本稿

での普及を経てさらなる発展と普及を遂げるであろう

では，まずマルチタッチ方式を中心にタッチパネルによ

が，そこに至るまでには解決しなければならない技術課

るヒューマンインタフェース研究の最前線を紹介した

題がいくつか残っている．ここでは，代表的な 3 つの

後，マルチユーザ・マルチタッチ方式の技術紹介を通し

問題点と関連研究を次に紹介する．

て今後の方向性と展望を紹介する．

1 番目は，マルチタッチ方式を携帯端末に応用する場
合の問題点である．元々携帯端末の画面は面積が狭い

☆1

CES : Consumer Electronics Show

上，さらに複数の指が覆うために隠れてしまう画面上の
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2 番目の問題点は，タッチパネル方式全般に共通する
問題であるが，ペンや指で表面に接触したときにクリッ
ク感がないため，キーボードのようなブラインドタッチ
が困難な点である．クリック感を得るために接触時の
触覚（触覚感）をユーザに伝えるための研究はこれま
で多数行われ，たとえば Immersion Corp. による触覚
3）

フィードバック技術 TouchSense

は開発者向けキッ

トが市販されて実用化段階にある．触覚感のあるマル
図 -1

チタッチ方式のタッチパネルが実用化されれば，シフ

LucidTouch の利用イメージ図

トキーを押しながら大文字を入力可能なキーボードや，
ユーザ好みのキー配列が可能なキーボード等を，タッチ
パネル方式により実現できるであろう．また，文字の入
力手段をキーボードにとらわれる必要もない．
たとえば，

Palm OS で採用されている一筆描きを基本とする簡易
文字「Graffiti」による手描き文字入力は，習熟には時
間を要するものの，
高速な入力が可能である．
マルチタッ
チ方式のタッチパネルを用いれば，両手指 10 本を駆使
した Graffiti よりも高速に入力可能な手描き文字入力方
式の実用化が可能なのではないかと筆者は期待し，今後
の研究テーマの 1 つとして準備中である．

図 -2 会 議 の 場
での複数人同時
描画の例

3 番目の問題点は，会議等の協調作業の場でタッチパ
ネルを用いる場合の問題点である．近年の会議で PC と
プロジェクタまたは大型の表示装置を用いるのは一般
的であり，スクリーンまたは大型の表示装置がタッチ
パネルになっている場合も増加している．2009 CES で
話題となったマルチタッチ方式のタッチパネルを装備

情報が多く，操作部分が見えなくて効率良い操作ができ

した Samusung 社の 50 インチの表示装置 e-board や

ないという問題点がある．指でポインティングする部分

Microsoft 社の Surface 等がその一例である．これらは，
会議の場でプレゼンターが 1 人で発表用端末として用

が隠れる問題を解決するための代表的な研究としては，

CHI ☆ 2 2007 で発表されたトロント大学と Microsoft
Research 社との共同研究による Shift1） と呼ばれる技
術が有効であろうと考えられる．Shift の基本的な考え

いる場合や，複数の人が同時にタッチパネルに触れてワ

方は，マウスカーソルを指で触れて動かすという考えを

かを認識できないため，文字や図等の描画ができない．

改め，指からオフセット分離れた部分を操作すること

たとえば，
図 -2 には A 氏が 2 本の指を使って矩形を描き，

により，ポインティング部分が隠れないようにすると

B 氏が 1 本の指を使って点を描画する操作の例を示し

☆3

ている．しかし，誰の指であるかを認識できないマルチ

いうものである．さらに斬新なアイディアは，UIST

イワイと画面上の地図を操作したり多数の写真等を動か
したり眺めたりするのに適する．しかし，誰の指である

2007 で発表された三菱電機米国研究所 MERL，トロン
ト大学と Microsoft Research 社との共同研究による
LucidTouch2）であろう．LucidTouch の基本的考えは，

タッチ方式のタッチパネルでこのような操作を行った場

ハンドヘルドサイズの携帯端末を人が両手で持つ際，親

当てられた機能が実行され，図 -2 のような複数の人に

指以外の 8 本の指は液晶の背面に位置することを活用し，

よる同時描画を行うことはできない．

合，タッチパネル側は 3 本の指が 3 点を接触している
ことしか認識できないため，3 本指を用いた操作に割り

背面操作を特長とすることである．背面の指を液晶面側

また，会議の場で議論が白熱すると人はたまにホワイ

に電子的に透かして表示することにより，液晶面上の情

トボードや机を叩いたりするが，液晶またはプラズマ

報を隠すことなく操作することが可能となる（図 -1）
．

方式の表示装置をベースにそれらができていると，堅
牢性の面で問題がある場合もある．このような問題点

☆2
☆3

CHI : Computer Human Interaction
UIST : User Interface Software and Technology
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が可能な，マルチユーザ認識機能を備えたマルチタッ
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チ 方 式 の タ ッ チ パ ネ ル が，UIST 2001 で 発 表 さ れ た
4）

三菱電機米国研究所 MERL の DiamondTouch

であ

る．DiamondTouch はその後各国でさまざまな分野で
の応用が研究された後，2008 年に三菱電機（株）から

CircleTwelve 社 5）へのライセンス化により製品化され
て現在に至る．
マルチタッチ方式による大型のタッチパネルの需要が
伸びるのはこれからであるが，将来会議等の協調作業の
場で利用されるとすると，マルチユーザ機能を備えたマ
ルチタッチ方式が必須になる．そこで，本稿により読者

図 -3

DT の基本構成

の皆さんがマルチタッチ方式とマルチユーザ・マルチ
タッチ方式のそれぞれについての機能や特長等を把握し
て興味を持ち，ヒューマンインタフェースの研究がこれ

触した部分と電極との間に生ずる静電容量結合により接

まで以上に促進されることを筆者は期待している．

触を検知する．接触座標位置の検出方法は電極パターン
の構成方法等により異なるが，たとえば 2 次元格子状

マルチタッチ方式
タッチパネルの実現方式を大別すると，
「抵抗膜」
，
「静
電容量」，「超音波」，
「赤外線」
，
「光学」および「電磁誘

に構成した場合には，静電容量結合が生じた電極パター
ン上の XY 座標位置より求める．複数の指が接触した場
合には複数の電極で静電容量結合が生ずるため，多点の
接触座標位置を検出できる．

導」の 6 方式があるが，ここでは現在最も普及してい
る抵抗膜方式と，今後の伸びが期待される静電容量方式

マルチユーザ・マルチタッチ方式

について紹介する．
抵抗膜方式は多くの携帯電話や ATM 等で採用されて

マルチタッチ方式では同時に触れた複数の指を検出す

いる方式で，2 枚の透明な導電膜の間をスペーサで絶縁

ることが可能であるが，さらに各指がそれぞれ誰のもの

し，ペン等で触れて圧力をかけ，物理的に接触した導電

であるかを検出することができる方式を，マルチユー

膜の位置の電圧を測定することによって接触座標位置を

ザ・マルチタッチ方式と呼ぶ．本稿の原稿執筆時におい

検出する．従来の抵抗膜方式では，複数の点を同時に触

てこれが可能なタッチパネルは，三菱電機米国研究所

れて圧力をかけた場合に，それらの中心部分を接触座標

MERL が 2001 年 に 開 発 し，2008 年 に CircleTwelve

位置としていたため，シングルタッチが基本であった．

社が三菱電機（株）からのライセンスにより米国にて

しかし，JTOUCH 社や三菱電機（株）は指により触れ

製品化した DiamondTouch（以下 DT と呼ぶ）が唯一

た 2 点の位置を検出する抵抗膜方式のタッチパネルの

である．DT は，投射型による静電容量結合方式を拡張

試作に成功しており，今後抵抗膜方式によるマルチタッ

することにより，同時に操作する複数の人を認識するマ

チの実用化が期待されている．

ルチユーザ機能を備えたマルチタッチ方式のタッチパネ

一方，静電容量方式は 2 種類に大別され，アーケー
ド 型 の ゲ ー ム 機 や ATM 等 で 採 用 さ れ て い る 表 面 型

ルであり，以下にその概要，実現方式と応用事例を紹介
する．

（surface capacitive type）と，iPhone に採用されて以来
マルチタッチが特徴として知られた投影型（projected

capacitive type）がある．

● DT の基本構成と動作原理

DT は，テーブル上に置いたプロジェクタ用スクリー

表面型は，導電膜および 4 隅に配置された電極とこ

ン兼用のタッチパネルと，上方からこのタッチパネルに

れらを覆うカバーから構成される．4 隅の電極に電圧を

向けて PC（Windows XP または Vista）の画面を投影

かけることによって導電膜全体に均一な電界を形成し，

するプロジェクタから構成される（図 -3）
．PC とタッ

指の接触部分に生ずる静電容量結合により接触を検知す

チパネル間は USB により接続する．ユーザは周囲に置

る．静電容量結合の際に 4 隅の各電極から流れた電流

かれた椅子に座り，投影された PC の画面を見ながら指

の比率を測定することにより，1 点の座標位置が検出で

を触れて対話的に PC を操作する．

きる．

タッチパネルの表面には 2 次元格子状に電極が埋め

投影型は，電極パターンをプリントした透明あるいは

込まれ，その上にプロジェクタの画像を投影するための

不透明な基板とこれを覆うカバーから構成され，指が接

白色の絶縁シートが貼ってある．また，ユーザが座るパ
情報処理 Vol.50 No.4 Apr. 2009
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Cchair
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C table
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C table ＋ C chair
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レシーバ

−
トランスミッタ

トランスミッタ

≒ Ctable

レシーバ

接触検出装置
図 -4

静電容量結合による接触検出

イプ椅子の金属部分は，同軸ケーブルによってタッチパ
ネル裏側に配置された接触検出装置に接続されている．

《 静電容量結合による接触検出 》

DT における接触検出の仕組みを，図 -4 を用いて説

パイプ椅子の代わりに，一般の椅子上に静電マットを敷

明する．タッチパネルの裏側に組み込まれた接触検出

いて同軸ケーブルで接触検出装置と接続してもよい．椅

装置は，電極に対して電圧をかけるトランスミッタと，

子に座ったユーザがタッチパネルの表面に指を触れる

指が接触したことを検出するレシーバから構成されて

と，その場所に配置された電極，ユーザの体と椅子間の

いる．

静電容量結合によって微小な電流が流れ，これによって

ユーザの指がタッチパネルに触れている間，指とタッ

接触の検知とユーザの識別を行うとともに，電極の位置

チパネル間の容量結合（Ctable）と，ユーザの着座部位

によって接触位置を特定する．

と椅子の金属部分との容量結合（Cchair）を介して回路

DT の機能を最大限に活用するためには，マルチユー
ザに対応したアプリケーションを開発するための SDK
（ Software Development Kit ）を用い， C ， C++ ，
Java あるいは Adobe Flash 等を用いてプログラムを開

が構成される．全体の容量結合を Ccoupling とすると，

発する必要がある．プログラミングスタイルはマウスの

Ccoupling ≒ Ctable となる．すなわち，レシーバに入って

イベントハンドラと同様であるが，各イベントに対して

くる信号は指とタッチパネル間の容量結合の強度を示す

操作したユーザの識別子が付与される点が異なる．

ことになり，この信号を用いて指の接触位置検出が可能

また，既存のソフトをそのまま利用したいユーザ向け

Ctable と Cchair により図 -4 の右下の式で示される．こ
こで，指による接触面積は着座部位の面積と比べると
十分小さく，Ctable は Cchair と比べて十分小さいため，

となるのである．

には，マウスエミュレーションと呼ばれる機能を利用可
能である．指 1 本によるタッピング操作でマウスの左

《 接触位置の特定およびユーザの識別 》

ボタン，指 2 本でマウスの右ボタンあるいはマウスカー

タッチパネルの表面には多数の電極が 2 次元格子状

ソルのホバリング，掌全体でマウスホイール操作等がで

に配置されているため，ユーザによる指の接触が複数の

きる．さらに，拳でテーブルを叩いてなぞると画面がス

電極にまたがった場合には，複数の電極と同時に容量結

クリーンキャプチャされ，その上には複数ユーザで同時

合する．このような場合，複数の電極を介して得られる

に描画することができる．このように，既存のシングル

信号が多重化されてレシーバに入ってくる．そのため，

ユーザに対応したソフトであっても，
本機能を用いると，

検出した信号がどの電極を介して得られたものであるか

スクリーンキャプチャした画像の上で複数の人が同時に

を特定する必要がある．多重化の方法としては，周波数

描画することができ，簡易的に DT のマルチユーザ機能

分割多重化（FDM）
，時分割多重化（TDM）やスペク

を利用することが可能となる．

トラム拡散方式（SS）等があるが，DT では回路の簡素
化が可能な TDM 方式が採用されている．
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チパネルの表面全体を長方形の電極で隙間なく覆うため
には電極幅を十分小さくする必要があり，配線数と周辺
回路規模が増大するという欠点がある．そこで，DT で
は電極の形状を連結菱形とし，2 層構造で行と列が実現
されている（図 -3 の右上の図）
．
《 その他の特長 》
上述した以外に，DT には次のような特長がある．

(1) 堅牢性の高さ
タッチパネルの材質は電極を 2 層に埋め込んだガラ
スエポキシ基板で，その上に絶縁性と耐水性のある白色
のシートを貼ってある．したがって，軽くてしなやかで
図 -5

接触パターンごとの入力信号の違い

丈夫であるため，たとえ会議中にユーザが激高してタッ
チパネルを相当な力で叩いても，全員が激しい動きで連
続的にタッチ操作を行っても問題ない．また，表面の白

同時に操作する複数ユーザの識別は，ユーザごとに異

色シートは適時張り替えることができるので，汚れや傷

なる椅子に着座する特長を活かし，接触検出装置内の異

み等に対する保守性も高い．

なるレシーバからの入力信号であることによって判断す

(2) 異物は非検知

る．したがって，原理的にはユーザ数の上限に対する

タッチパネル上にコーヒーカップや書籍等の絶縁体を

制約はないが，タッチパネルのサイズ，接触検出装置

置いても検知しないだけでなく，缶ジュースやお金等の

や PC の性能等から，DT で識別可能な人数の上限が決

伝導体を置いても検知しない．また，携帯電話やノート

まる．これまでに試作されたタッチパネルのサイズは対

PC 等の電子機器を置いても誤動作の原因とはならず，

角 32 インチと 42 インチの 2 種類で，どちらも最大ユー

会議テーブルとして用いてもユーザが違和感を感じる

ザ数は 4 名である．42 インチの方は，大柄な大人であっ

点がない．さらに，薄手の白紙や地図等をタッチパネル

ても着座したまま対角上を指で触れるのは困難であるこ

の表面上に置いた場合は，その上からタッチパネルとし

とから，おおむねこのサイズが着座利用におけるタッチ

て機能するため，実際のペンによる紙への書き込み等と

パネルの上限ではないかと考えられている．

DT 上での操作を組み合わせると，より先進的なヒュー

図 -5 に，4 人のユーザが同時にさまざまな指や手の
形でタッチパネルに接触した際，各電極で検知される信

マンインタフェースを実現できるのではないかと考えら
れる．

号の強度を棒グラフ状に表示した画面の例を示す．
図中ユーザ (1) と (4) は人差し指による 1 本の指，(2)

《 応用例 》

は掌全体，(3) は親指と人差し指による 2 本の指でタッ

DT の代表的な応用例は，協調作業を基本とするテー

チしている．また，左部と上部に棒グラフ状で示したの

ブルを囲んだ会議の場での利用であろう．図 -6 に示す

が，それぞれ横方向および縦方向に配置した各電極に対

ような写真等の作品選考会議や，地図や衛星画像等を用

する信号強度を示す．また，色はユーザの識別を示し，

いて複数指揮官の意思決定を行う作戦会議のほか，自動

ユーザ (1) は橙，(2) は緑，(3) は赤，(4) は青で示して

車等の工業デザイン，建築設計，地図を利用した応用一

いる．

般（旅行代理店におけるトラベルコンサルティングやコ

図から推測できるように，接触面積や形状の違いを
アプリケーションプログラム側で処理することによ

ンビニ等の出店計画立案支援）等，多人数による協調作
業の現場に適する．

り，ジェスチャによりコンピュータと対話する次世代

しかし，たとえば明日からこれらの会議へ DT を導入

のヒューマンインタフェースを構築することが可能で

しようとすると，1 つ問題がある．それは，Windows

ある

6）

．

に代表されるパーソナルコンピュータ用の OS は，1 台
の端末を 1 人で操作することを基本とした設計思想で

《 電極の形状と配置 》
タッチパネルの表面に配置する電極の形状と配置方法

作られており，これらの会議で使う市販のソフトもま
た同様にシングルユーザである点である．図 -6 の会議

として最も単純なのは，長方形の電極を 2 次元格子状

で用いるソフトはいずれも Windows 上で動作するが，

に 2 層構造で配置するパターンである．しかし，タッ

マルチユーザ・マルチタッチ環境の全機能を利用するた
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図 -7

対戦型ゲームへの応用例（Pop-A-Bubble）

図 -8

カフェテーブルへの応用例

作品選考会議

DT はタッチパネル自体が堅牢なため，叩いたり物を置
いても破損し難く，会議の場だけではなくアーケード
ゲームのインタフェースとしても適すると思われる．さ
らに，レストラン等で飲み物の入ったグラスや料理の盛
作戦会議
図 -6

り付けられた食器類を置くテーブル（図 -8）として利
用すれば，より美味しくそして楽しく料理や会話等を楽

DT を囲んで行う会議の例

しむことができるのではないかと考えられる．
筆者が所属する日本大学生産工学部の数理情報工学科
めに DT 専用のアプリケーションを利用している．市販

には 2009 年 4 月にメディアデザインコースが新設され

のアプリケーションで DT のマルチユーザ・マルチタッ

るが，ここでの中心的な研究の 1 つが先進的なヒュー

チの拡張機能を現在利用できるのは，専用のプラグイン

マンインタフェースに関する研究である．すでに，在学

が用意されている ESRI 社の ArcGIS だけである．ただ，

中のゲーム世代の学生は DT を使った新しいユーザイ

各ユーザが SDK を用いて個別にマルチユーザ・マルチ

ンタフェースについての研究を開始しており，協調型の

タッチ機能を活用したアプリケーションを開発すること

音楽制作卓への応用をはじめ，教育や訓練分野での発展

が可能であり，今後は DT に対応したアプリケーション

が期待されているシリアスゲームのためのインタフェー

が増えるのを期待したい．

ス等，新しいアイディアが次々と生まれようとしている

エンタテインメントの分野では，対戦型のゲームへ応
用するための研究がなされているほか（図 -7）
，市販の

PC ゲームをベースとしてジェスチャ入力と音声入力と
を融合したインタフェースの研究等も行われている
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6）

．

（図 -9）
．

The State of the Art in Touch Panel Based Human Interface Studies
したジェスチャ入力等，マルチタッチやマルチユーザ機
能の効果的な応用法に関する研究であろう．そして，会
議支援用のアプリケーションやゲーム等，これまでに経
験したことがないようなヒューマンインタフェースを備
えた新製品が国内外の各社から発表されて普及し，さら
なる研究の促進を期待したい．
いずれ，マルチタッチのタッチパネルがマウスやキー
ボードやタブレットと同様に PC の代表的な標準インタ
フェースとなるのは間違いない．そして，現在の会議室
には PC とプロジェクタと電子白板が設置してある光景
が珍しくないのと同様，未来の会議室にはさりげなくマ
ルチユーザ・マルチタッチ機能を備えたテーブルや電子
白板が置かれている，そのような日が近い将来やってく
ると，筆者は信じている．
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2007 年から 2009 年にかけて，マルチタッチ方式に
よるタッチパネルは確実に一般消費者への知名度が向上
し，普及もまた進んでいる．また，マルチユーザ機能を
備えたマルチタッチ方式によるタッチパネルも 2008 年
に CircleTwelve 社から製品化され，これまでは大学等
において研究目的でしか利用されてこなかったマルチ
ユーザ機能が，今後さまざまな実用的なアプリケーショ
ンに応用されていくことになると予想される．さらに，
今後は異なる方式によるマルチユーザ機能も実現される
であろうし，触覚感の導入をはじめ，まったく新しいア
イディアとの融合も提案されるであろう．タッチパネル
としての機能進化と並行して重要なのは，協調作業に適
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