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schemes; Touch, Swing, Snap and Scan corresponding to the user interaction,
and enables ﬂexible switching and collaboration of multiple devices. This system also eases the complexity of service discovery, without professional knowledge skills. The control of the services is possible while keep ﬂexibility of the
service by interface of the uniﬁcation that works with a smart phone. We have
evaluated the usability of Chameleon by collaborating and registering various
computers and mobile devices.
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1. は じ め に
情報技術の発達により，ネットワーク接続性や計算能力を有した携帯端末や情報家電が，
家庭やオフィスなど様々な場所へと普及している. 例えば，Linux を搭載したフォトフレー
ムや無線 LAN に対応した携帯電話やデジタルカメラなど，プリンタなどオフィス内機器だ

本論文では，機器連携を実行しサービスを利用するための指示手法として，マルチ
モーダルなインタラクションを用いたサービス発見による指示手法を提案する．本手
法では，触る，振る，写真を撮る，スキャンするの４つのインタラクションを利用者
の距離や好みに応じて利用し，容易で，直感的な機器の特定を支援する．また，環境
内に存在する複数のサービスを発見するために，機器に紐付けられたサービスを利用
者に表示し，利用者のサービス発見での負担を軽減する．これに加え，利用者は携帯
端末で動作する統一のインタフェースにより，サービスの柔軟性を確保しつつ，サー
ビスの制御が可能である．連携サービスの利用手法の評価として，本手法のプロトタ
イプである Chameleon を実装し，ユーザビリティ評価を行い，利用者の主観満足度
や認知的負荷を評価した．

けでなく，家庭用の機器までもが進化を遂げている. また，空間内に複数のセンサや機器を
埋め込み，利用者と機器間の相互接続を実現する知的空間として，Smart Space が研究さ
れてきた5) . これにより，利用者は複数の機器を協調動作させ，音楽などの再生元を自由に
切り替えたり，センサのアラートを照明で知らせたりなど，単一の機器に比べて，より高度
なサービスが利用可能となった．
機器連携実現のための，機器や環境が整備される一方で，これらを現実世界へ適応させ，
利用者が容易にサービスを構築可能にする必要性が高まっている．利用者がサービスを構築
するためには，1) 機器を連携可能な状態にする，2) 連携が動作している状態にする，とい
う 2 つの手順がある. 連携が動作している状態にするためには，利用者は何らかの手法を用
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いて機器に命令を送る必要がある. その手法として一般的には，IP アドレスやホスト名な
どの識別子が用いられ，複雑な設定や操作が必要とする場合が多い. これに対して，手や視
線などの動作に用いて実世界の機器を直接指定し，命令を送る Real World Pointing を実
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現する研究などでは1),2) 特に複数の機器が協調動作する環境下で，利用者と機器との関係
性が人の移動や，機器の追加や削除に伴い動的に変化してしまう. そのため，独立した単体
のインタラクション手法では，全ての状況に対応することができない. 本論文では，ネット
ワークやコンピュータに対する知識が無い利用者でも，容易にサービスを構築するための，
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In this paper, we propose the interaction technique “Chameleon” that uses
the multimodal interactions and specify method of service discovery to realize
device collaborations. In this technique, the system switches four interaction
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マルチモーダルな機器特定手法と，サービス発見型の機器間命令手法を提案する. 本手法で

器を指定していたが，識別子を記憶したり，確認することは利用者にとって大きな負荷であ

は，Touch，Swing，Snap，Scan の複数のインタラクションから，利用者が状況に合わせ

る．これに対して，携帯電話や環境に設置されたセンサ等を用いて，身体動作により機器を

て適切なインタラクションを選択し機器を特定し命令を送る. これに加え，複数のインタラ

特定する手法がある．この手法では利用者にとって容易で，直感的に機器を指定することが

クションを可能にするためのマルチインタラクションコードを提案する.

実現できるが，対象物が比較的近距離にあるなどの限定的な環境下での利用のみで有効であ
る．動的環境下では異なるネットワークにある機器や目視できない場所にある機器なども対

2. 機器連携におけるインタラクション

象となるため上述した手法では対応しきれない．

2.1 機器連携におけるサービスを支援する基盤技術の進化

2.3.2 サービス利用の統一インターフェースの欠落

近年情報技術の進歩に伴い，ネットワークや，ミドルウェアの機器連携を支援する技術が

容易な機器の指定や，連携ができても，サービスを利用するためのインタフェースが毎回

普及してきている．その一方で利用者にとっては機器の連携は非常に難解で，設定や操作に

異なると，利用者を混乱さてしまうおそれがある．代表的な例にリモコンが挙げられるが，

慣れるまで時間や手間がかかりユーザビリティの低さが目立っている．連携動作が可能な機

一つのリモコンで操作できる機器は限られており，複数の機器を利用する場合異なるインタ

器が多様化し，より高度なサービスが増える今後のユビキタスコンピューティング環境では

フェースを持つリモコンを複数使い分けなければならない．テレビなどではメーカ単位で一

利用者が容易に，かつ直感的にサービスを制御するためのユーザインタフェースが求めら

つのリモコンに集約される場合もあるが，一度違うメーカの機器に繋ぎかえると動作しなく

れる．

なってしまう．よって連携を実現するためには機器の操作に関して統一的なインタフェース

2.2 シ ナ リ オ

で，容易に直感的な利用が行えることが求められる．

本論文で目指す機器連携サービスは，従来の単一のデバイスが単一の目的を果たすために

2.3.3 連携機器における柔軟性の欠如

動作するのではなく，機器同士が利用者のニーズや状況に合わせ，動的に組み変わりながら

機器が高度化し，様々な機能を持つようになると利用できるサービスも多様化する．し

生成されるものである．本節では本論文が想定するサービスをシナリオとして説明する．

かし，サービスの過度な多様化は利用者の認知的負荷に影響を与えてしまう．HDMI-CEC

2.2.1 シナリオ 1：プリントサービスの利用

による家電メーカが提供する連携サービス?),3) では，どのサービスを利用するにもテレビ

美羽は恋人の翔と行った海外旅行で撮影した写真を自宅のデジタルフォトフレームに表

に対して命令を行えばいいため認知的負荷が少ない機器連携を行うことができる．しかし，

示して楽しんでいる．美羽は 2 人で映っている写真を印刷してアルバムに残すことにした．

これは固定された機器間の接続しか許容していいないため，サービスの多様性や柔軟性に欠

美羽は携帯電話でデジタルフォトフレームの写真から二人で映っているものを選択し，印刷

ける．

サービスを実行し，プリンタから印刷された写真をアルバムに挟んだ．

3. 機 能 要 件

2.2.2 シナリオ 2：遠隔地からのファイル転送
翔は出張先の大阪で行うプレゼンの資料を新幹線の中で確認しようとしていた．資料を

3.1 様々な環境的障害に対応する機器の指定手法

開くと，最新版ではなかった．翔は，前日自宅のデスクトップ PC で作業をしていたため，

機器の追加や人の移動などの変化の多い環境下でも IP アドレスや Mac アドレスなどの

ファイルを持ってくるのを忘れてしまった．翔は携帯電話から家にあるパソコンに保存され

複雑な識別子を意識することなく直感的な動作により機器連携サービスを利用できること

ている最新版のファイルを手元の PC に転送し，資料を確認した．

が求められる．GUI におけるユーザインターフェースデザインとして，See-and-Point4) や

2.3 問 題 点

Direct Manipulation の概念がよく用いられる．これはコマンドや利用方法を記憶するので

2.3.1 動的な環境下での対象物指定の困難性

はなく，実空間の対象物を認識することで利用するものである．この概念を実空間とネット

サービスを利用するには利用者と機器がインタラクションを行い，機器を指定する必要が

ワークのそれぞれの観点から拡張し，様々な環境的不利を補う必要がある．

ある．従来では CUI や GUI により IP アドレスや Mac アドレスなどの識別子を用いて機
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3.2 統一インタフェースと選択可能なインタラクションによる統括的なサービス制御

した．

複数利用可能なサービスが存在していても，それを制御するためのコントローラが複数

コンテクストには，座っているや走っているなどの身体的なもの，人混みで自由に動けな

あったり，それぞれのユーザインタフェースが異なると利用者に混乱を与える．よって，複

い，障害物があるなどの社会的なものなど様々な要素を含む．この中で最も影響を受けるも

数の機器の制御を統一されたインタフェースで利用できるようにする必要がある．また，イ

のとして，利用者と対象機器の間の物理的な障害物やその距離が挙げられる．touch，snap，

ンタフェースの統一に当たって，サービスの自由度や拡張性が失われないように設計する必

swing，select の４つのインタラクションについて有利なコンテクストと不利なコンテクス

要がある．

トに分け，表 1 と表 2 に示しｍ距離的適性を図表 1 に示した．

3.3 柔軟なサービス生成のためのミドルウェア
柔軟なサービスを実現するためには多様化する機器に対応しなければならない．その為，

Touch

各機器の機能やコンテンツを記述し，記述された内容からサービスを生成するミドルウェア

Snap

による支援が必要である．また，このミドルウェアは同一機種内や同一メーカーでのみ協調

Swing

動作しない企画ではなく，横断的にひとつの企画に基づいて運用されることが求められる．

Select

4. Chameleon の提案

near

4.1 システム概要

far

図 1 各インタラクションの距離的特性

本論文では，機器連携サービスを利用者のニーズや状態に応じて容易に利用するための連
携対象指定手法と，ネットワークやコンピュータに関しての知識が無い利用者でも理解が容易
な連携モデルに基づいて設計されたサービス利用手法 Chameleon を提案する．Chameleon

4.3.1 Touch(触る)

では利用者と対象機器との関係性に基づき，Touch，Snap，Swing，Select という複数の機

Touch は最も一般的なインタラクションの一つである．例として，日本では IC カードを

器選択手法を提案する．利用者は対象物との距離や，周囲の環境，また利用者の趣向などの

用いて駅の改札に Touch し，通過できるシステムが普及している．Touch は手の届く範囲

状態によって適切なインタラクションを選択することで，より容易な機器選択を実現する．
また，これらの複数のインタラクション手法は，新しく開発したインタラクションコードに
よって統括される．Chameleon はメイン画面，機器選択画面，サービス制御画面の大きく

インタラクション

表 1 各インタラクションにおける有利なコンテクスト
コンテクスト

３種の画面から構成される．

Touch
Snap
Swing
Select

機器が手の届く範囲程の近距離にある場合
複数の機器を一度に特定する場合
着座していたり，機器の側まで移動しにくい状況
物理的に距離が離れているなど，ネットワークを通じてのみ選択が行える状況

4.2 状況に応じた最適なインタラクションの切り替え
利用者が連携対象の機器に機器指定を容易に行う手法として本論文では対象物との距離
や状況に応じてシームレスに複数の最適なインタラクションを切り替える手法を提案する．

4.3 インタラクションの身体に与える負担と距離的適性
表 2 各インタラクションにおける不利なコンテクスト
インタラクション
コンテクスト

動的に人と機器との関係性が変化するユビキタスコンピューティング環境では単一のでイ
ンタラクションだけであらゆる状況に対応することは非常に困難である．各インタラクショ

Touch
Snap
Swing
Select

ンにはそれぞれ不得意な状況が存在するため，利用者のコンテクストや好みに合わせて複数
のインタラクションから最善の手法を選択する事でシステムの利便性と快適性の向上を目指

3

機器までの距離が遠い場合
明るさや障害物にコードが隠れてしまう状況
ジェスチャーが行えないなど身動きの取れない状況
対象機器が多過ぎる場合
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のインタラクションとして最も手間が少なく，身体動作と密接に関わると言える．利用に前

利用者は，GUI における Drag-and-Drop のように，デスクトップや PDA などの端末に表

提知識を必要としないため，利用者にとっても非常に分かりやすい．一方，手の届く範囲外

示されているファイルなどをペンにより掴み，目的の機器に落とすことでファイルの移動が

にある機器の場合，その場所まで利用者が動かなければならないため負担が大きい．

できる．会議でのファイル移動やデータを大きなディスプレイに表示するときに特に有効で

4.3.2 Snap(撮る)

ある．ペンのみのインタラクションでは距離的制限がかかるなど、柔軟な連携サービスは実

Snap はあらかじめ対象機器に紐付けしておいたビジュアルマーカを写真を撮るように認

現することが出来ない．

識する手法である．このインタラクションでは手の届かない場所にある機器でも，コードが

5. Chameleon の設計及び実装

読み取れる範囲内であれば利用することができる．Touch に比べ，身体的な動作による負
担が少なく，カメラを通して機器を目視するように馴染みのあるインタラクションである．

本節では Chameleon の設計をハードウェア，ソフトウェアの双方の観点から述べる．

コードが隠れたり距離が離れすぎたりして読み込めない場合や，間に障害物がある場合，

Chameleon のプロトタイプ実装で利用した機器を図 2 に示す．

見える位置までの移動をしなければならないため，利用が困難である．

4.3.3 Swing(振る)
Swing は矢印が書かれてあるコードの通りに利用者が携帯端末を振ることで指定を行う
手法である．対象は利用者がコードを認識できる距離であるため，近，中距離では非常に有
効である．また，頻繁に使用する機器に関してコードパターンを覚えておけば，長距離の機
器も指定できることから Swing の持つ距離的特性は非常に幅広く柔軟なインタラクション
だと考えられる．また，カメラに比べて，一度矢印の方向を把握すればそれ以降コードを見
続ける必要がなく，距離や明るさに認識精度の影響を受けないため，着座やくつろいでいる
体制でも指定することが可能である．Touch や Snap に比べ機器の側まで移動する必要がな
く，Swing は利用者にとって身体努力の少ないインタラクションであると言える．しかし，
電車内や人混みなどジェスチャーができない状況下での使用は難しい．

図2

プロトタイプ実装

4.3.4 Select(選ぶ)
Select は写真から機器を選択する手法である. この手法 は，IP アドレスなどの情報が紐
付けられたビジュアルマーカと一緒に撮影された写真から機器を選ぶ方法である．利用者

5.1 ソフトウェア構成

は使う可能性がある機器をあらかじめ撮影し，機器選択時には写真ライブラリから対象物

5.1.1 機器選択機構

が撮影されている機器を選ぶ. これにより，アドレスや機器の場所を覚える必要がなく，写

機器選択機構は，各インタラクションモジュールとコード解決モジュールにより構成され

真を見て機器を視覚的に確認しながら選択することで，指定の直感性を補える. また Select

る．インタラクションモジュールでは，操作状態を利用者に見せる表示部と機器に添付して

は遠隔地にある機器も指定が可能であるため距離的特性に制限は無い．しかし，対象となる

あるマルチインタラクションコードをもとに解析を行う解析部に分かれる．解析部を経る

機器が増えると選択に時間を要するため，近距離では他のインタラクションが望ましい．

と，コード解析モジュールに対してマルチインタラクション ID が送られる．マルチインタ

4.4 関 連 研 究

ラクションコードは Swing であれば Up-Down，Touch であれば RFID タグの ID など各

4.4.1 Pick-and-Drop

インタラクションにより固有のものである．コード解決モジュールはマルチインタラクショ

Pick-and-Drop6) は，コンピュータ間での情報移動を実世界のペンにより実現している．

ン ID を GlobalServer に問い合わせる．GlobalServer は現在起動している機器のリストと

4
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表 3 マルチインタラクション ID

マルチインタラクション ID に対応した機器の情報を保持している．この情報を元にコード
解決を行い，対応する機器情報がコード解決モジュールへと送り返される．最後に，機器情
報を次のサービス解決モジュールに送信する．

インタラクション

マルチインタラクション ID

ID の例

Touch
Swing
Snap

RFID タグの ID
矢印の組み合わせ
ARToolkit のマーカ ID

69F1
up-down
1

5.1.2 サービス解決機構
サービス解決機構は，サービス解決機構はサービス解決モジュールとサービス生成モジュー

サーバと機器連携を管理する携帯電話から成る．各ハードウェア間では IP ネットワークに

ルの 2 つから成っている．サービス解決モジュールは，Function 機器側の機能に引数とし

基づいた通信によりデータの送受信を行う．そのため今回使用する携帯端末は Wi-Fi の機

て，Resource 機器側の Resource を取ることができるかどうか判断する．サービス生成モ

能を搭載している携帯電話の利用を想定している．また，機器群も IP ネットワークに基づ

ジュールは，解決モジュールの結果に基づき，各機器にコマンドを送るためのサービス情報

いた通信を行うため，IP ネットワークが利用出来ることが求められる．そのため，ネット

を生成する．

ワーク機能を持たない機器はその間に計算機を仲介させ，シリアル通信や USB，Bluetooth

5.1.3 サービス制御機構

などの無線により接続される．

サービス制御機構は，コントローラ表示モジュールとコマンド送信モジュールの 2 つから
構成されている．コントローラ表示モジュールは各サービスに応じて，コントローラを自動
生成する．例えば，iPhone からフォトフレームへの写真転送サービスの場合，iPhone に保
存されている写真を選択する画面に移行する．コマンド送信モジュールは各機器にサービス
実行命令を送信する．
Local Server
コード解決モジュール

S
Swingモジュール
表示部

解析部

機器管理モジュール

Snapモジュール

hモジ
ル
Touchモジュール

S
モジ
Scanモジュール

表示部

表示部

表示部

解析部

解析部

解析部

機器選択機構
コード解決モジュール

図4
サービス
解決機構

サービス解決
モジュール

サービス生成
モジュール

サービス
制御機構

コントローラ表示
表示
モジュール

コマンド送信
ド送
モジュール

ハードウェア構成

5.3 シームレスなインタラクションの自動切り替え

図3

本論文では複数のインタラクションを提案するだけでなく，それらのシームレスな切り替
え手法を提案する．これによりコントローラが利用者の意図を汲み取り対象物を素早く，か

ソフトウェア構成

つ負担の少ない選択が可能である．

5.4 マルチインタラクションコード
5.2 ハードウェア構成

シームレスな機器連携を実現するため，Collaboration Ready の機器にコードを添付す

図 4 に示すように，Chameleon は連携が動作する機器群と，機器の持つ機能を管理する

る手法を提案する．利用者はこれにより，機器連携を行うことができる機器を一目で特定す
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ることができる．図 5 にマルチインタラクションコードを示す．これは ARToolkit が描か
れているビジュアルマーカで，四角い枠の中に Swing インタラクションを行うための矢印
が描かれている．また利用者がコードの方向を認識し易いよう向きを表す目印がつけられて
いる．また，コードの裏には RFID タグが貼られており，RFID リーダでの読み取りが可
能である．このコード１枚に Touch，Snap，Swing などの複数のインタラクションが集約
されているため，利用者は状況に応じて適切なインタラクションを選択することができる．
タグは四方向の矢印による組み合わせにより複数のコードが生成可能であり，管理が非常に
容易である．このように複数の機能を持つコードを利用することで機器の外観を損なわず，
インタラクションの幅を拡げることができる．

図 6 インタラクションの利用者の動きによる動的切り替え
図5

マルチインタラクションコード

する．

5.5 インターフェース切り替え時の画面遷移

6.1 機器指定におけるマルチインタラクションの必要性

距離に応じて，各インタラクションを用意するだけではなく，このインタラクションを

本説では本論文で提唱するマルチインタラクションの必要性について評価する．利用者と

ユーザが 意識すること無く切り替えが可能であることが望ましい. つまり，ユーザが利用し

機器との関係性の変化に応じて，異なるインタラクションを使い分けるかどうかを観察す

たいサービスがあり，機器を指定する時，ユーザは特定の機器を指定したいという欲求にの

る．得られた実験結果と距離的特性が見られるかどうかを考察する．以下に本実験について

み関心があり，どのイ ンタラクションを利用したという願望は無い. よって，利用者の意図

詳述する．

をもとに行った動きを検出し，インタラクション手法を遷移させる. この 遷移のトリガは，

6.1.1 実 験 手 順

各手法に対応している. この遷移とトリガを図 6 に示す. 例えば，振って機器 を指定する時

本実験の実験環境として，慶應義塾大学徳田研究所の実験空間である t41 を利用し，複数

はメイン画面を振ると Swing インタラクションが自動的に開始され，触れて指定したい時

の機器を利用者から異なる距離に配置した．図 7a に実験空間を，図 7b に利用者と機器と

は機器を触る動作で Touch インタラクションが開始される.

の距離を示す．被験者は，20 歳前半のプログラミング経験があるコンピュータリテラシー
を有した学生４名である．被験者は，各インタラクションの使い方を聞いた後，1 分間イン

6. 評 価 実 験

タラクションの練習をした．その後，実験の開始位置としてソファーに座り，6 種類の機器

本章では Chameleon のユーザビリティ評価を行う．はじめに利用者が複数のインタラク

を 2 回ずつ計 12 回，自分の好きな手法で選択し，どのインタラクションを用いたかを記録

ションをどのように使い分けるかを調査し，その実験結果から得られた考察をもとに実装

した．

された Chameleon システムについてそのユーザビリティについて評価を行い，結果を考察
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変わりから考察される．今回の実験において，Ambient Sensor は利用者の目視できる範囲
外にあったため，急激に Scan の割合が増えたと考えられるが，Select などが有効であるこ
とから距離的な網羅性が確保されていると言える．また実験から，距離だけではなく，利用
者の活動状態や機器の認知の度合いが選択に影響を与えていると分かった．例えば，Swing

Public Display

Projector

は一度コードの矢印を認識すれば，対象物の注視が求められないため，快適であり負担が少

Ambient
Sensor

Ambient
Sensor

TV

TV

3m

2.5m

Photo Frame

この結果から，人は自分の置かれた状況を解釈し，インタラクションを選択するため，距離

0.5m
examinee

に応じた複数のインタラクションを提供する手法は正しい方向性であると分かる．

Printer

(a)
図7

するため，対象物にフォーカスを当てる必要があるなど，利用者の負荷が高いと分かった．

1m

Projector
PhotoFrame

Printer

ないとの意見があった．これに対して，Snap は画面上でマーカが認識出来ているかを確認

2m

Public
Display

6.1.4 実 験 手 順

(b)

本実験では Chameleon の評価実験を行う．そのために利用者が実際に連携を行うシナリ

a) 実験環境と b) 利用者と機器との位置関係

を想定し，実験環境を用意し，被験者に利用してもらう．連携機器が同じ空間だけでなく，

6.1.2 実 験 結 果

異なる空間との間でも行われることを考慮し実験環境として仮想の自宅とオフィスを用意し

本実験の実験結果を図 8 に示す．今回は Touch, Snap, Swing,Select の他に非直感的イン

た．実験では，家からオフィスまでの移動時に考えられる５つの連携シナリオを用意した．

タラクションの例として Scan を含めた．図 8 から見て取れるように，赤色で描かれている

本実験の被験者は本研究で提案される機器連携作業を行ったことの無い２０代から３０代ま

Snap は一度しか使われていないことが分かる．

での８名である．図 9 に評価で実施したシナリオを示す．また，表??はシナリオの詳細を
現している．

Touch
0
1

Snap

Swing

Picture

1

1

1

1

Scan

6.1.5 実 験 結 果
表 4 に実験結果を示す．

2
1

Count (mes)

1

5
2

表 4 Distance Based Interaction を用いた機器連携手法における全体の評価結果

6
4

4

0

0

0

2

2

2

2

0
1

2

Projector

TV

Printer

Public Display

Ambient
Sensor

2
5

0
PhotoFrame

質問

結果

使い方を習得するのは簡単だ
やっていて非常にイライラする
したことはほとんど間違っていたのではないかと思う
必要だと思ったことが全部できる
やっていて楽しい
機器の連携は直感的に行えた
インタラクションは直感的に行えた

4.75
2.38
1.38
4.25
4.88
4.63
4.5

図 8 機器選択時のインタラクション手法の使い分けの割合

考察学習しやすさプログラミングやネットワークの知識のある利用者は，簡単な説明だけ

6.1.3 考

で Chameleon を使い，連携サービスの利用ができた．しかし，コンピュータ初級者は機器

察

実験結果から, 利用者は自らの距離に応じて, インタラクションを適切に切り替えていると

を連携させることに関して，経験が無く，利用を戸惑っていた．しかし、表 4 のアンケート

分かった. これはそれぞれの機器について，利用されているインタラクションの比率の移り

結果においても考察できるように，
「使い方を習得するのは簡単だ」の項目に対する被験者
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選択が可能となった．加えて，複数のインタラクションを可能にするマルチインタラクショ

HOME（Fig. 9）

OFFICE
examinee

S1
iPhone

display
the image

ンコードを作成し，コードの管理や発行の手間を軽減した．さらに，環境内にある様々な連
携サービスの発見を支援するため，サービス発見型機器選択手法を提案した．これにより，

Lamp

サービス実現性のある機器を１つ特定するだけで，利用可能なサービスを見ることができ，

Photo Frame
Display

S2

print
the image
Photo Frame

Printer

利用者の負担が軽減される．プロトタイプ実装のユーザビリティ評価から，以下の２つが分

3m

ambient
temperature
sensor

0.5m

かった．はじめに，利用者が機器との距離に応じて望ましいインタラクションを選択し，複

examinee

数インタラクションの必要性と機器選択における高い主観満足度を得た．ついで，連携サー
ビス利用時に，サービス発見型の機器選択手法に基づいて，利用者の負荷を下げ，かつ高い

S3
iPhone

主観満足度を得た．

display the temperature

謝辞 本研究は，NICT 委託研究「ダイナミックネットワーク技術の研究開発」の研究成

S4

果の一部である．

display the image
Photo Frame

Display

参

S5
alert the security warning
Sensor

評価シナリオ

の平均は 4.75 であり，非常に学習しやすい印象を持っていることが分かる．
エラーがあるかまたは起こした際の回復実験では，インタラクションの移行が思い通りに
いかなかった状況が発生した。Swing と Scan への移行の遷移が誤作動し，結果タスクを終
了するまでの時間を多く要していることが分かっている．このエラーは，表 4 の「やってい
て非常にイライラする」という質問に対する平均得点 2.38 に影響を与えていると考えられ
る．一方で，サービスの選択や利用に関するエラーは発生しなかった．
利用者の主観満足度 Chameleon による連携サービス利用に関するアンケート結果で，設
問の平均値は 4.88 であった．リカートの個人的満足度の中間点は 3.6 であることが知られて
おり，4.66 という数値は，平均より満足度の高いインタフェースであることを示している．
システムのアフォーダンスを向上することで，さらに高い満足度につながると考えられる．
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図9

考

論

本論文を通して，複数のインタラクションにより，機器との距離が近傍から遠隔へと変化
しても，直感的に連携命令の送信が可能なマルチインタラクション手法を提案した．また，
利用者が着座している状態や機器が見えない状況でも，適したインタラクションにより機器
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