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1. は じ め に

ＳＦ映画の世界観の再現による
拡張現実感を用いたインターフェース
渡邉昌志†

近年，コンピュータ操作に関して，「マウスでアイコンをクリック」というこれま
での GUI（グラフィカル・ユーザ・インターフェース）だけでなく，実世界とのイン
タラクションも組み込んだ新しいインターフェースが様々に登場している．
もちろん，現在主流となっている，GUI はコマンド入力による「キャラクター・ユ
ーザ・インターフェース（CUI）」と比べれば操作も容易で直感的である．
しかしながら，マウスによるアイコンのクリックという操作は，容易ではあるもの
の，必ずしも実世界の実作業と関連性があるわけではない．例えば，フォルダを開く
作業も，ソフトを立ち上げる作業も，ホームページのリンクを辿る作業も，すべて「マ
ウスでクリック」であり，「動作の違い」による「操作の違い」や「意味内容の違い」
が存在しない．
これは言い換えれば，今日の GUI が実世界指向の直感性が希薄であるということを
意味する．このような状況を解決し，より実世界指向の直感性を高めたインターフェ
ースとして，本研究では，SF 映画をモチーフとした新しいインターフェースシステム
を提案し，そのプロトタイプを実装した．
SF 映画には様々なインターフェースが登場するが，これらは機能性よりも表現性や
派手さを強調するものも多いが，創造性が高く，有用なものもあり，予想外な新規性
を見出すことができる．

藤本貴之†

本 SF 映画の中で描かれる「近未来」には様々なテクノロージが登場する．特に，
計算機やネットワークの操作に関しては，現実世界でも十分に対応可能なアイデ
ィアも少なくない．本論文では，SF 映画の世界観をモチーフとしたインターフェ
ースシステムを提案し，開発した．本研究で提案するシステムでは，拡張現実感
技術を用いることで，現実空間における「動作」と，計算機内の「操作」を一致
させることを目的としている．そして，その「動作」をコンピュータ動作へと反
映させることで，より直感性の高いインターフェースシステムを実現する．

New Type User Interface System by Augmented
Reality Technology
Masashi Watanabe†

Takayuki Fujimoto†

In this paper, we developed the interface system that made the science fiction film a
motif.
In this system, "Operation" in a Real Space and "Control" in a Virtual Space are
matched. And, the "Operation" is reflected on the Computer Control.
Moreover, the evaluation of the system was verified.

図 1．一律である意味内容
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本研究では拡張現実感を利用し，ロバート・ロンゴ監督映画『JM（Johnny Mnemonic）』
(1995)において表現されているインターフェースの一部を，コンピュータの基本操作
として再現する．
本研究で実装したシステムでは実世界上に「箱」を用意し，その「現実の箱」を“つ
かむ”，“開く”，“閉じる”という操作をすることで，コンピュータ内のファイルやフ
ォルダ，アプリケーションを操作することができる．
拡張現実感に使用する認識装置（マーカー）にコマンドあるいは入出力命令として
の機能を持たせ，実世界上の「箱」を「触り，いじる」という動作によってコンピュ
ータ内の操作を行う．
これによりクリックやドラッグなどの操作を行う必要を省き，マウスやキーボード
を利用せずに，実世界上での物理的作業によって，コンピュータ内を操作することが
できる．
コンピュータのディスプレイ上では，アプリケーションなどのアイコンは三次元グ
ラフィックスで表示されるため，表現性も高く，当該ファイルやアプリケーションの
機能をわかりやすく伝えることも可能である．

図 2.

映画『JM』内でのファイル操作の表現

2. モ チ ー フ と し て の 映 画 『 JM』
3. 拡 張 現 実 感 技 術 （ AR）

映画『JM』とは，日本でも著名な俳優キアヌ・リーブスと北野武が出演するロバート・
ロンゴ監督による近未来 SF 映画『Johnny Mnemonic（1995）』の日本公開時でのタイ
トルである．
本作は，原作の邦題である『記憶屋ジョニー』の名の通り，改造手術を施された頭
部に大容量の記憶装置を埋め込まれたキアヌ・リーブス演じる主人公が，脳内に企業
の危険な秘密情報を記憶させ，持ち運ぶという仕事をしていることで巻き込まれる事
件を巡るエピソードである．
映画の中では，現実空間／現実社会と，仮想空間／仮想社会の間を，様々なインタ
ーフェースを用いて行き来する．
映画では，ヘッドマウントディスプレイとデータグローブを装着し，仮想現実の中
の箱上に表現されたファイルやアプリケーションなどのデータを『つかむ』，『触る』
などといった行為によって操作する．
映画『JM』内における計算機のファイル操作のスクリーンショットを図 2 に示す．

本研究で使用する拡張現実感という技術について述べる．
拡張現実感とは Augmented Reality の略で AR，または強化現実とも呼ばれる．現実
の映像にリアルタイムでグラフィックスなどを融合させてユーザに提示し，あたかも
現実空間と仮想空間が融合してそこにあるかのように表現する技術である．
類似表現・技術としては，VR（バーチャルリアリティ）がある．
VR はコンピュータなどによって仮想世界をつくるものであるため，現実との融
合・合成を表現する AR とは別物であると言える．
AR 技術には，様々なプログラム・パッケージやソフトウェアライブラリが開発さ
れているため，それらを用いることで，簡単に今まで映画やアニメーションの中でし
か出来なかったような表現を再現させることができる．
本研究では，拡張現実感（AR）技術として，ARToolkit を使用する．
ARToolkit とは拡張現実感の研究のために奈良先端科学技術大学院大学の加藤博一
とワシントン大学 HIT 研究室によって開発されたソフトウェアライブラリである．
ARToolkit を使用することにより，拡張現実感技術を容易に用いることが可能になる．
ARToolkit では，WEB カメラを使用し，マーカーと呼ばれる認識装置を撮影すること
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によって，位置，姿勢を計算し，同時にコンピュータに取り込んだ画像にグラフィッ
クを表示させることが出来る．
マーカーは任意で作成可能だがいくつかの制約がある．正方形の黒枠内収まるもの
で，姿勢計算のため上下左右の判別のつくものでなければならない．マーカーは色彩
の 2 値化によって判定される．
本研究ではマーカーを使用するが，AR の種類は多様でそれにより，手をマーカー
としたものやマーカーを必要としないものも存在する．

4.

5.

システムの動作の流れ

本研究で実現した正六面体箱型インターフェースシステムの実行例を以下に示す．
本システムでは，展開／実行したいフォルダ／ファイルのダブルクリックではなく，
箱型インターフェースを物理的に「開く」ことで，実現させる．また，単に，フォル
ダ／ファイルの展開だけではなく，箱形インターフェースの平面部に貼り付けられた
マーカーを認識させることで，当該の箱型インターフェースが何のファイル（あるい
はコマンド）に関連付けられているのかを三次元グラフィックスによって表示する．
本研究で実現した正六面体箱型インターフェースシステムの実行例を〔Step.０〕か
ら〔Step.３〕として，以下に示す．

正六面体箱形インターフェース
〔STEP. ０〕
デスクトップ上の『picture』フォルダを開くと想定

本研究では，様々な機能を一つの「箱」を扱うことで，実行させる．
実現した正六面体の箱型インターフェースは，中央から割れ，展開できる構造にな
っている．平面部と面の展開後の内部平面には，コンピュータ動作で必要となる機能
を関連付けたマーカーが書き込まれている．箱型インターフェースの開閉によっての
みで全ての操作が可能となっている．
この箱形インターフェースには，現実空間での「行動」とコンピュータ内での「操
作」を可能な限り自然に関連づけている（例：
「箱を開ける」動作＝「フォルダの展開」
機能）．（図 3）

実行例では，図＊＊に
ある，
『picture』フォル
ダを展開する．通常で
あれば，デスクトップ
上のフォルダアイコ
ンをダブルクリック
し，展開する．しかし，
本システムでは，アイ
コンのダブルクリッ
クではなく，箱形イン

図 4．展開するフォルダ

ターフェースを物理
的に「開く」ことで，
展開させる．
図3

箱形インターフェース
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〔STEP．２〕
箱型インターフェースを物理的に「開く」ことで，内部マーカーを認識させ，ファ
イル，フォルダ，アプリケーションを展開する

〔STEP．１〕
箱型インターフェースの上部マーカーを認識させ，表示される三次元グラフィック
スにより内容を確認する
箱形インターフェース

『picture』フォルダが三次元表

の平面部には，AR 認識

示された「箱」を物理的に展

の用のマーカーが貼付

開すると，展開された箱形イ

けられている．ここでは

ンターフェース内部平面に

分かりやすく「箱」とい

は，
「フォルダの展開」を機能

う文字をマーカーとし

されせるマーカーが書き込ま

て設定した．このマーカ

れている．ここでは，分かり

ーにより，当該の箱形イ

やすく「開」という文字をマ

ンターフェースには，

ーカーとして設定した．
図 6，箱型インターフェースによるフォルダの展開

『picture』フォルダが関
連付けられている．コン
ピュータに取り付けら

〔STEP．３〕
ファイル，フォルダ，アプリケーションの作業が終了したら，箱型インターフェー
スの上部マーカーを再度認識させ，ウィンドウを閉じる

図 5，箱型インターフェースのグラフィック表示

れたカメラがこのマー
カーを認識すると，画面
上では『picture』フォル

最後に，ファイルやフォルダ，
アプリケーションの使用が終
了したら，箱型インターフェ
ースを閉じることで，上部の
マーカーが再認識され，ウィ
ンドウを閉じることが出来
る．

ダを意味する三次元グ
ラフィックスで描画さ
れたフォルダ画像が表
示される．

図 7，箱型インターフェースによるフォルダの終了
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して，位置，状態，方向などを指示するマンマシンインターフェースである．
例えば，マウス，トラックボール，タッチパッド，タッチパネル，ジョイスティッ
ク，ジョイパッド，データグローブ，ペンタブレットなどがそれにあたる．
この中でマウス，トラックボール，タッチパッド，タッチパネル，ジョイスティック，
ジョイパッドは，広く普及はしているものの，本稿でも述べているように，必ずしも
今日の計算機利用環境の中では，直感的とは言いがたい．これらのポインティングデ
バイスには日常での経験における「動作」と，システムの「操作」の関連性が低いた
めである．ジョイスティックやジョイパッドは人によっては多少，接する機会が増え
るが，日常的な経験と呼べるものではなく，万人に当てはまるものであるとも言いが
たい．
データグローブとペンタブレットに関しては，人は万人共通で日常的に手を使って
いる．ペンについても同様である．よって直感的な理解を助ける経験については問題
ない．しかし，その使い方があまりにも幅広くなってしまい，却ってデバイスを手に
した後の動作に戸惑ってしまう場合が少なくない．
その結果，デバイスを手にした後で，直感的に操作することが難しくなってしまい，
結局，コンピュータの表示による指示に頼らざるを得なくなり，本末転倒である．つ
まり，利便性が高く，直感的なデバイスを利用するために，わざわざ説明や指示とい
った，非直感的な操作をせざるを得なくなってしまう．
それに対し，本研究で実装した箱型インターフェースは，誰でもが説明や指示を要
することなく操作が可能である．また，インターフェースに持たされた動作が制限さ
れているため，直感的にその操作に導くことが出来る．しかも，現実空間にける動作
の延長線上にその機能性を持たせているため，操作に迷うようなこともないと考えら
れる．
今後の課題としては，マーカーの誤認識とファイルやフォルダ，アプリケーション
の数にあわせた箱型インターフェースの増加がある．
マーカーの認識は角度，明るさなどの様々な条件化で行われるためある程度の曖昧
さが必要になってくる．そのため類似したデザインのマーカー同士での誤認が起こる
ことが予想される．
これらの課題は今後の改良・検討事項とし，直感性を維持しつつも，より機能性・
操作性・表現性を向上させたシステムを目指したい．

ARToolKit では，本実行例で示した以外にも，コンピュータで利用されるあらゆる
作業（命令）が設定可能である．
例えば，ファイルやフォルダ，アプリケーションの展開，あるいはブラウザの立ち
上げやウィンドウの開閉など，一般的に利用される機能はほぼ，マーカーでの表現が
可能である．

6.

まとめ

現在，コンピュータの普及率は極めて高く，また年々その家電化は加速している．
そして，その機能は事務処理だけにとどまらず，人々の様々なニーズに対応したもの
へと進化し続けている．当然その利用者数の増加と利用ニーズの多様化に伴い，ユー
ザ層として見込まれる年齢層も非常に幅広いものとなっている．
各年代・各世代にそれぞれ異なるニーズや利用方法があるといっても過言ではない．
しかし，そういった現状に対し，今日のインターフェースの機能やデザイン・性能は
必ずしも妥当であるとは言いがたい．
その主な要因としては，コンピュータの多機能化にある．コンピュータの機能の増
加に合わせて，インターフェースもより複雑なものとなっており，結果的に，その利
便性や機能性が低下してしまう．
今後もますますコンピュータに組み込まれる機能は拡大しているため，こういった
現状であり続ける限り，コンピュータ・インターフェースの利用環境はさらに悪化し
ていくことが容易に想像できる．
このような現状を打開するために，誰にでも，現実空間上での作業の延長線上で利
用することのできる直感的なインターフェースの開発は，コンピュータの機能性や性
能そのものを検討する以上に重要なことであると考えられる．
本研究では SF 映画に登場するコンピュータ・インターフェースをモチーフとし，
AR 技術を利用することで，現実世界の延長線上で誰でもが容易に利用することので
きる直感性の高いインターフェースについて提案し，そのプロトタイプシステムを実
装した．
プロトタイプシステムでは，箱型インターフェースによる，コンピュータのファイ
ル，フォルダ，アプリケーションの展開を可能とするシステムを実装した．
本研究で提案・試作した箱型インターフェースは入力装置の中でもポインティング
デバイスに分類される．ここでは箱型インターフェースの必要性について他のポイン
ティングデバイスと比較し，考察する．
まず，ポインティングデバイスとは入力装置であり，ディスプレイの画面し映し出
された映像により，直感的な入力操作する GUI 環境において必要となるカーソルに対
5
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