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あらまし 我々の研究グループでは，ネットワーク上から宅内家電を操作できるホームネットワークシステム �����

を構築しており，様々な種類の家電を単一のデバイスから操作可能で統合的なインタフェースを提供している．しか

しながら，開発者側から提供される既成の操作インタフェースが全てのユーザにとって使いやすいものとは限らない．

個人の嗜好の違いから利用機器の優先順位が異なることや，宅内環境の家電機器の違いなどがその原因である．本研

究では，個人の利用スタイルに合わせてカスタマイズ可能な「パーソナルリモコン」の開発を容易化するアプリケー

ションフレームワークを提案する．提案手法を ���	
��端末用に実装し，実際の ���を用いた評価実験を行った．
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�� は じ め に

ネットワーク技術の発展に伴い，宅内に配置された家電機

器をネットワークに接続し，計算機による制御を可能とする

ことで高い付加価値を提供するホームネットワークシステム

����� ���の研究・開発が進んでいる．家電機器をネットワー

クに接続することで，宅外からの機器状態モニタリングやセン

サをトリガとした機器の自律制御，複数家電の連携制御などの

サービスが実現されている．

我々はサービス指向アーキテクチャ����� �	� の考えに基づ

いた 
��環境「��	�
��」を構築しており，この環境下で

の様々なユーザインタフェースを開発している．例えば，画面

上に表示された家電アイコンをタッチすることで家電を操作す

るタッチパネルインタフェースや，音声をトリガとして機器を

操作する音声インタフェース ��� などが存在する．従来の一般

的な家電の操作には家電機器一つにつき一つのリモコンなどの

操作インタフェースが必要であった．一方，��	�
��環境下

では全ての家電機器を ���アクセスという標準的な ���によ

り操作可能であるため，機器の種類やベンダを問わずあらゆる

家電を操作できる統合的なインタフェースを提供できるように

なった．

しかしながら，上記の開発者側から提供される統合インタ

フェースは，全てのユーザの満足度を満たすものとは限らない．

ユーザ個々の嗜好の違いから，よく利用する機器や機器操作の

優先度が異なることが一つの原因である．また，
��環境で

は宅内に設置される家電の種類や個数があらかじめ決定されて

おらず，宅内環境の違いによって使いやすいインタフェースが

異なる．より便利で使いやすい 
��インタフェースを提供す

� � �



るためには，このような個人の嗜好や環境に柔軟に適応したイ

ンタフェースを開発できる枠組みが必要である．

そこで本研究では，ユーザが自分の嗜好や環境に合わせて自

らレイアウトを作成する個人適応型リモコン「パーソナルリモ

コン」を提案する．パーソナルリモコンの実現には以下の 	つ

の要求を満たす必要がある．要求 ��：リモコン上の家電操作

を制御する部分（
��操作制御部）とレイアウトが定義され

る部分（レイアウト定義部）を分離し，ユーザ自身がレイアウ

トを定義できる枠組みの開発．要求 ��：直感的かつ容易な操

作でレイアウト定義を作成できる支援ツールの提供．

本研究では要求 �� の実現を目指し，
��操作制御部とレ

イアウト定義部を分離するフレームワークの開発と，レイア

ウト定義のための言語「�������� ������� ���� ! ���" �"�

������」の提案を行う．また，フレームワークの有効性と

����の作成コストを評価するための実験を行った．実験の結

果，自身の好みに合わせて自由にレイアウトを作成できる点

で既存の提供されるユーザインタフェースに比べ使いやすいと

いったコメントの他に，����の表現能力の限界などを明らか

にすることができた．

�� 準 備

�	 � ホームネットワークシステム �����

ホームネットワークシステム �
���とは，宅内の家電やセ

ンサをネットワークに接続し，それぞれの機能を利用するため

の ���を公開することにより，計算機による制御を可能とす

るシステムである．
��を利用することで，宅外からの家電

モニタリングや遠隔操作の他，複数家電の連携制御といった高

い付加価値を生み出すことができる．

我々の研究グループは，実際の家電機器を用いた 
�����	�


�� と呼ぶ� を構築している．��	�
�� では，様々な種

類の家電をネットワーク越しに標準的な方法で操作する

ため，各家電の機能を #�$ サービス �%� として公開してい

る．#�$ サービスとして公開された家電は，単純な ��� へ

のアクセスにより操作することができる．例えば，&' の

電源をつけるためには，����������	
��������������� に

アクセスし，また，&' のチャンネルを ( に変更するには，

����������	
�����������������������������にアクセス

するだけで家電を操作できる．

�	 � ���における家電操作インタフェース

我々の研究グループでは，��	�
��上に配置された複数の

家電を単一の端末で操作可能な家電操作インタフェースを開発

している．従来の家電操作は，個々の家電一つにつき一つの赤

外線リモコン等の操作インタフェースを用意する必要があった．

一方，��	�
��では全ての家電を ���呼び出しという画一

的な方法で操作可能なため，複数の家電を単一のユーザインタ

フェースから操作することができる．以下に ��	�
��上に

配置された家電操作ユーザインタフェースの例を示す．

タッチパネルインタフェース) 液晶画面をタッチすることに

より家電を操作するインタフェースである．空調，照明などの

カテゴリを選択することで，そのカテゴリに属する家電を絞

り込み操作することが可能である．例えば，空調カテゴリを選

択すると，エアコン，空気清浄機，アロマなどの家電を操作で

きる．

携帯操作インタフェース) 携帯端末から家電を操作するイン

タフェースである．携帯端末上の#�$ブラウザを利用するこ

とで，宅外からでも家電の操作や監視が可能である．

音声インタフェース) ユーザの音声によって家電を操作する

インタフェースである．「扇風機 ��」と発音することで扇風機

を実行できるほか，「寒い」「暗い」といったコンテキストを発話

することで操作対象の家電をシステム側が推薦する機能を持つ．

�	 
 研究の目的

上記の家電操作インタフェースは，すべてシステム開発者側

から提供され，ユーザはそれらをそのまま利用する．しかしな

がら，各家庭に配置される家電が異なること，ユーザそれぞれ

の好みの家電やその使い方が違うことから，開発者側から提供

された出来合いのユーザインタフェースが必ずしもユーザの満

足を満たすとは限らない．より快適で使いやすい家電操作を実

現するためには，ユーザ一人一人の嗜好や家庭の環境に柔軟に

適応できるパーソナルリモコンを合わせて考えていく必要が

ある．

本研究におけるパーソナルリモコンとは，
��の家電やサー

ビスの操作インタフェースのうち，ユーザ自らがそのレイアウ

トとボタン操作時のアクションを自由にカスタマイズできるも

のを指す．
��のためのパーソナルリモコンを実現するため

には，以下の 	つの要求を達成する必要がある．

要求 ��：個人ごとのレイアウトと���操作制御部を分離

する仕組みの開発．
��ユーザインタフェースは一般に，操

作ボタンやメニューバー等のレイアウト定義部と，ボタン押下

等のイベントを検知し，家電サービス ���を呼び出す 
��操

作制御部から構成される．これまでの 
��操作インタフェー

スはこのレイアウト定義部と
��操作制御部が分離されてお

らず，ユーザ自身がカスタマイズすることはできない．パーソ

ナルリモコンを実現するためには，レイアウト定義部を
��

操作制御部から分離し，ユーザが自由に操作レイアウトを定義

できるような仕組みが必要となる．

要求 ��：個人ごとのレイアウトを容易に作成できる仕組み

の開発．要求 ��におけるレイアウトの構成要素としては，ボ

タンの配置座標，色，押下時のアクション，画面の遷移など，

様々な情報を定義する必要がある．幅広いエンドユーザを対象

としたパーソナルリモコンを実現するためには，視覚的かつ容

易に操作可能なレイアウト作成のための *��支援ツールが必

須である．

本研究では，特に要求 ��の実現を目的とし，レイアウト定

義部と 
��操作制御部をうまく分離できるようなアプリケー

ションフレームワークを提案する．

�� 提 案 手 法


	 � アーキテクチャ

要求 ��におけるレイアウト定義部と 
��操作制御部を分

離するためのフレームワークを考える．提案フレームワーク

� 	 �



Create
XML Parser

PRLL

Layout and Event

Definition

Event ListenerRendering Program

Frame Work

Display

Mobile Device

CS27-HNS

Control

User

HNS Controller

図 � 提案法のアーキテクチャ

のアーキテクチャを図 �に示す．まずレイアウト定義部に対し

て，レイアウト定義のための +,�形式の定義言語) ��������

������� ���� ! ���" �"� ������ を提案する．���� に

よって定義されたレイアウトをプログラム外部のファイルとし

て用意し，このレイアウトをリモコンプログラムが適宜読み，

ユーザによるレイアウトのカスタマイズを実現する．

レイアウト定義ファイルは +,� ������ を通じてリモコン

プログラム内に読み込まれ，レンダリングプログラムによって

ユーザ端末にリモコン画面が表示される．またレイアウト定

義ファイルにはレイアウト情報の他，ボタン押下時のアクショ

ンが併せて定義されている．
�� 操作制御部（図中の 
��

���!������）はボタン押下時にイベントリスナーが検知したイ

ベントを受け取り，定義されたボタン押下時アクションを実行

する．


	 � ������� ������� ������ �������� ������

����はパーソナルリモコンのレイアウトを定義するための

+,�形式の言語である．リモコンのレイアウト情報としては，

画面に表示するボタン，ボタンの形式や配置座標，背景画像，

色等の見た目に関する情報の他，ボタン押下時アクションに関

する情報等が含まれる．ボタン押下時アクションには，操作対

象の家電サービス ���，もしくはリモコン画面の遷移や一部の

変更といった情報が定義される．

���� は，上記で述べたようなレイアウト作成に必要となる

情報を +,�形式ファイルで定義する．����によって定義可

能なレイアウト情報構成要素を図 	に示し，その説明を以下に

示す．

� ������) 複数の ������を持つ．

� �����) 操作デバイス上に表示される � つの画面を指

し，�つの ������は複数のボタンから構成される．例えば，音

量やチャンネルなどの&'操作に関する操作インタフェース画

面が � つあった場合，それが �つの ������となる．また，操

作対象の家電一覧が表示された画面も �つの ������となる．

� ���������) ������の名前を指す．

� ���������) ������の背景色，もしくは背景画像を

指す．
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図 � ���� の構造

� �������) 複数の - !!��を持つ．

� ������) ユーザが操作するボタンを指す．�つの - !�

!��は配置座標や大きさ，色などのレイアウト情報と，- !!��

押下時のアクション情報から構成される．

� ����������) - !!��の名前を示す．

� �) - !!��が配置される .座標を絶対座標で示す．

� �) - !!��が配置される �座標を絶対座標で示す．

� � ��!) - !!��の横幅を示す．

� !� �!�) - !!��の縦幅を示す．

� "���) - !!�� の中にテキストを表示する場合のテキス

トのフォントを決める．

� ��������) - !!��に表示されたテキストの色を決める．

� # ����) - !!��に貼り付ける画像を指定する．

� ����) - !!��の背景色を決める．

� $ ��) - !!��押下時の家電操作イベントを表す．具体

的には，家電サービスのアクセス ���が記述される．

� ���� � �� ) - !!��押下時の画面遷移イベントを表す．

具体的には遷移先となる ������名が指定される．遷移を伴わ

ない - !!��にはこの !����/!/��の指定は不要である．

� % � $��) - !!��の可視0不可視を指定する．	つの - !�

!��を用意し，1/�/$��の値を次に示す �2��"�������で切り替

えることにより，- !!��の見た目を擬似的に変更することが

可能である．

� �!���������) - !!�� 押下時に見た目が変更される

全- !!��の情報が記述される．例えば，&'の状態が変化する

- !!��を押下した際に，チャンネルや音量の現状態が表示さ

れた - !!��の見た目を変更する場合は，機器状態取得- !!��

の �2��"�������に変更対象となる各 - !!��を指定する．

� �!����) �2��"������� タグを利用するか否かを

!� �03����で指定する．

� % � $�������������) 複数の 1/�/$��- !!������を

指す．

� % � $������������) �2��"������� を行う際に可視

になる - !!��の名前を指す．ここで指定された - !!������

と一致する - !!��が再描画される．

�  �% � $�������������) 複数の /�1/�/$��- !!���

� � �



����を指す．

�  �% � $������������) �2��"������� を行う際に不

可視になる - !!��の名前を指す．ここで指定された - !!���

����と一致する - !!��がスクリーン上から削除される．

����を用いて定義されたレイアウト情報は +,� ������ に

よってリモコンプログラムに読み込まれる．本研究では，+,�

������ としてイベント駆動型 ��� の �つである �/�4�� ���

3�� +,����+� �5�を使用した．


	 
 レンダリングプログラム

レンダリングプログラムは，����に記述されたレイアウト

情報を解釈し操作端末上にそのインタフェースに表示する．レ

ンダリングプログラムは以下の %つの項目に基づいてレイアウ

ト画面を作成する．�� で囲まれたものが ���� の要素名を

表す．

��� 画面背景の決定) �-��6*�� �7� によってその ������

画面の背景を決定する．色の指定は �8 進表記による単色の指

定，もしくは画像ファイルの指定のいずれかである．

�	�ボタン配置の決定)

������画面上での - !!��の配置を�.�，���によって決

定する．指定する座標空間は，������ 画面の左上を原点 �.，

��9�:，:�とし右;下方向を正とする．

���ボタンデザインの決定) 各 - !!��の見た目を決定する．

�</7!2�，�2�/"2!�により指定されたサイズで四角形のテキ

ストボタンが配置される．- !!��の背景色は �������で決定

される．しかし，�4/�! ���により画像ファイルが指定されて

いる場合は，背景に画像が用いられる．- !!��上の文字に関し

ては，�3��!� からテキストのサイズを決定し，�!�.!������

からテキストの配色を決定する．

�%� ボタンの初期可視性) �1/�/$��� により指定された値に

よって，そのボタンが初めから画面に表示されているかどうか

を判断する．


	 & ���操作制御部


��操作制御部は，イベントリスナーから検知されたボタ

ン押下時のイベントをトリガとして，����に記述された操作

を実行する．ボタン押下時に実行する操作を以下に示す．

家電操作) �$/�7�で指定された ���にアクセスし家電サー

ビスを実行する．ただし，�$/�7�に記述できる家電操作は �

種類のみとする．

画面遷移) 画面遷移は，現在表示されている ������画面から

別の ������画面に遷移する場合と，現在の ������画面の内容

を変更する場合の 	 通りが存在する．������ 画面全体の遷移

は �!����/!/���で指定される．複数機器の名前が指定された

������画面から，個々の機器の操作を行う ������画面に遷移

する場合などは，この画面遷移を利用する．また，������画面

の一部を変更する場合の変更内容は ��2��"�������� に格納

されている．��2��"�� の内容が !� � ならば画面変更を開始

し，�/�1/�/$��- !!��������の中にある名前のボタンを不可

視とし，�1/�/$��- !!��������の中にある名前のボタンを新

しく画面に表示する．

上記の家電操作と画面遷移は同時に実行することが可能であ

<Screen>

<ScreenName>Aroma</ScreenName>

<BackGround>#FFE1FF</BackGround>

<Buttons>

<Button>

<ButtonName>Aroma_off</ButtonName>

<x>0</x> <y>0</y>

<width>320</width> <height>400</height>

<picture>aroma_off.png</picture>   

<bind>http://cs27-hns/AromaService/off</bind>

<transition>false</transition>

<changeScreen>

<change>true</change>  

<visibleButtonNames>  

<visibleButtonName>Aroma_on</visibleButtonName>

</visibleButtonNames>

<invisibleButtonNames>

<invisibleButtonName>Aroma_off</invisibleButtonName>

</invisibleButtonNames>

</changeScreen>

<visible>false</visible>

</Button>

<Button>

<ButtonName>Aroma_on</ButtonName>

<x>0</x> <y>0</y>

<width>320</width> <height>400</height>

<picture>aroma_on.png</picture>   

<bind>http://cs27-hns/AromaService/on</bind>

<transition>false</transition>

<changeScreen>

<change>true</change>

<visibleButtonNames>

<visibleButtonName>Aroma_off</visibleButtonName>

</visibleButtonNames>

<invisibleButtonNames>

<invisibleButtonName>Aroma_on</invisibleButtonName>

</invisibleButtonNames>

</changeScreen>

<visible>true</visible>

</Button>

</Buttons>

</Screen>

図 � ��	
�操作インタフェースに関する ���� の記述例

アロマポットのONボタン押下後の画面初期画面

図 � 図 � に示す ���� によって作成されたレイアウト

る．例えば，&'の電源 ��ボタンを押すと &'の電源が ��

状態になり，同時に ������画面上の &'電源 ��アイコンが

表示されるといった，機器の状態を ������上に反映させるこ

とが可能である．ただし，家電の状態を実際に取得しているわ

けではないので，リモコンに表示されている家電の状態と実際

の状態がずれが発生する可能性はある．


	 ' ����によるレイアウトの例

����を用いて定義したレイアウトの一例を図 �に示し，レ

ンダリングプログラムにより描画された結果を図 %に示す．こ

� % �



Layout3 Layout4

Layout1 Layout2

図  作成したレイアウト � 種類

の例ではアロマポットの操作インタフェースを題材としている．

初期状態ではアロマポットの電源は�==状態であり，画面中

にはアロマポット �==状態の画像ボタンのみが表示されてい

る．このボタンを押下することで，アロマポット ��のための

家電操作 ���が呼び出され，同時に �2��"�������で指定され

た画面遷移が行われる．具体的には，�== 状態のボタンを不

可視にし，��状態のボタンを可視にすることで，アロマポッ

トの現在の状態をリモコン上に表示している．


	 ( 実 装

実装に利用した技術を以下に示す

� 開発言語) >�1�

� 対象 ��) ��7��/7 �?8 �8�

� 操作デバイス) ��7��/7 @�1 �2��� �

なお，提案フレームワークに基づいたパーソナルリモコンの

開発には �::人日を要した．また，パーソナルリモコンのクラ

ス数は �	個で，プログラム行数は 	;	8 行である．

�� 評 価

&	 � パーソナルリモコン作成実験

パーソナルリモコンの有用性と ����の記述コストを確か

めるために，著者を含む %人の被験者に好みのリモコンを作成

してもらった．%つのパーソナルリモコンの ������画面を図 5

に，その特徴を以下に示す．

�������) 初期画面に操作対象の家電一覧が表示されており，

各機器のボタンを押すことで機器ごとの操作リモコン画面に遷

移する．����記述総行数 は 8%	行．

�������) #/�7�<� のコマンドラインを模したレイアウト

である．���� !�のような機器ごとのカテゴライズはなく，機

器の操作が初期画面上に記述されている．����記述総行数は

�%5行．

������
) 優先度が高い ��0�==ボタンを初期画面に配置

したレイアウトである．��0�==以外の機器操作を行う場合

は，機器名のボタンを押すことで当該機器の操作画面に遷移し

機器操作を行う．����記述総行数は �%	 行．

������&) 携帯端末などのディスプレイの小ささを補うため

に，他のレイアウトに比べボタンのテキストを大きめに表示し

ている．����記述総行数は �%	� 行．

作成実験の結果，個人にとって使いやすいと感じるレイアウ

トや機器操作の優先順位はそれぞれ大きく異なっており，個人

適応型のパーソナルリモコンが利便性の向上に繋がると考える

ことができる．

&	 � ユーザから得られた意見

実際にパーソナルリモコンを作ってもらった結果，被験者か

ら以下のようなコメントが得られた．

好評価な点

� 「自身の使用頻度が高い操作」をまとめて，かつ思った

通りに配置できる点は非常に便利である．

� 既存のレイアウトと比べてもレスポンスに優劣がなく，

また携帯端末から操作できるのは便利である．

� 完成したものを触ると，自分で作ったものが動いたとい

うことが嬉しい．

� 携帯の待ち受けのように，飽きたらまた変えられるとい

うのが良い．

好意的な意見として，自分の使用頻度の高い操作を携帯端末

から手軽に操作できるのが便利という意見が挙げられた．これ

はユーザ個人個人によって，使用頻度の高い家電やその操作が

異なることが大きな要因である．また，自身の作成したレイア

ウトに愛着が持てたという意見のほか，レイアウトに不満が出

てきた場合や，飽きがきた場合にその都度新しいレイアウトを

作成できるというのは非常に有効であるなどの意見が得られた．

これらの意見より，パーソナルリモコン有効性は確認できたと

いえる．

改善が必要であると感じた点

一方で，以下のような改善が必要であるというコメントも得

られた．

� ユーザが +,�ファイル形式をテキストエディタでその

まま記述するというのは非常に煩雑な作業である．

� 座標指定，サイズ指定などの視覚的な情報が非直感的で

あり，分かりにくい．

� 家電機器の現在状態が分からない．

� 5 �



� レイアウトの指定項目が足りず，自由にレイアウトを組

めない部分がある．

多くの被験者から得られた批判的なコメントとして，����

を用いた +,�ファイルの記述が困難であるという点が挙げら

れる．���� !�や %のような画面遷移を伴うレイアウトの場合，

�;::: 行を超える +,�を直接記述する必要があり，ユーザへ

の負担が大きい．また著者自身が作成した ���� !% の ����

ファイル作成には �時間を費やす結果となった．同様に ����

作成の難しさに関する批判として，����記述内容の中心を占

める視覚的な情報をテキストで記述することに対する不満が得

られた．これらの問題を解決し，実用的なパーソナルリモコン

を実現するためには 	? �節で述べた要求 �	の達成も不可欠で

あるといえる．

他にも ���� の要素不足に関する批判として，家電状態の

取得に関するコメントとレイアウトの自由度に関するコメント

が得られた．
��では家電機器の現状態を取得する ���が機

器ごとに用意されており，これを利用することで宅外からの家

電モニタリングが可能となる．このような 
��の利点を活か

すために，機器状態を取得しレイアウト上に表示できるような

����の拡張が必要であると考えられる．またレイアウトの自

由度に関しては，ボタンの形状や余白といった見た目に関する

情報の指定ができない点の他に，チェックボックスやスライド

バーといったボタン以外の操作方法が欲しいというコメントが

得られた．より柔軟で自由度の高いレイアウト作成を実現する

ためには，上記の点を踏まえた ����の拡張が必須である．

&	 
 関 連 研 究

実世界のデバイスを利用した，直感的で使いやすいインタ

フェースを実現するための研究が数多く行われている．木村の

研究 ��や，安村の研究 �(�などは，ユーザが普段使用するハサ

ミや雑巾などの道具を操作デバイスとして用いる手法が提案

されている．これらの研究では，ユーザの身近にあり使用方法

を理解している道具を利用することで，直感的な操作インタ

フェースを実現している．また，香川らの研究 �A� では，専用

の端末でユーザが撮影した家電機器の画像を，ウィンドウシス

テムの通常アイコンのように操作できるインタフェースを提案

している．さらに，上田 ��:�は対話型ロボットを利用した音声

インタフェースを提案している．これらの研究はすべて，利便

性の高い家電操作インタフェースの研究であるが，本研究にお

けるパーソナルリモコンはユーザ自身が自らの嗜好や環境に合

わせて操作インタフェースを作成できるという点で異なる．

アプリケーション開発フレームワークという点での関連研

究として �!� !� ���� が挙げられる．�!� !�は，,'� �,�7��;

'/�<; ���!�������モデルに基づいた#�$アプリケーション開

発のためのフレームワークである．�!� !�は見た目に関するレ

イアウト部分と，画面遷移やボタン押下時アクションなどの操

作部分を分離するという点で本研究との類似点が存在する．し

かしながら，�!� !�は#�$アプリケーションの開発者を支援

するという目的であり，利用者は >�1�プログラミングや >��

などのプログラミング技術が必須となる．これはアクションの

定義やレイアウトを高い自由度で定義できる利点を持つが，必

要となる前提知識が膨大になるという問題も抱える．一方で，

本研究の支援対象はエンドユーザであり，専門的な知識を持た

ないユーザでも自身の好みのレイアウトを作成できる環境の提

供が目的である．

�� お わ り に

本研究ではユーザが自分の好みに合わせてレイアウトを作成

できるパーソナルリモコン開発フレームワークを提案し，レイ

アウト作成のための定義言語 ����の提案を行った．評価実験

として，%人の被験者に好みのレイアウトを作成してもらった．

実験の結果，各ユーザの使いやすいレイアウトが異なっている

ことから，パーソナルリモコンの有効性が確認できた．

今後の課題として，まず要求 �	の達成が挙げられる．被験

者からも +,�記述の難しさが批判点として数多く挙げられて

おり，*��支援ツールの開発が不可欠といえる．また %? 	節で

述べたような家電機器のモニタリング及び，レイアウト作成の

さらなる自由度の確保のために，����の改良・拡張も残され

た課題の一つである．また，本稿でパーソナルリモコンの利用

環境として用いた��7��/7��には様々なセンサが埋め込まれ

ており，これらのセンサを利用した操作の提供も開発予定であ

る．例えば，上方向に傾けることで音量を上げるといったジェ

スチャによる家電操作を組み込むことで，より直感的で便利な

パーソナルリモコンを実現できると考える．
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