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北海道大学工学部研究報告
第147号　（平成元年）

Bulletin　of　the　Faculty　of　Engineering，

　Nokkaido　University．　No．　147　（1989）

ユーザフレンドリなポインティング装置の開発

野　中　秀　俊　　伊　達
　　　　　（平成元年3月31日受理）

惇

The］Deve韮OP瓶e臓t　of　User　Frie聡dly　Poin銀鶏9亙）evice

Hidetoshi　NoNAKA　and　Tsutomu　DA－TE
　　　　　（Received　March　31，　1989）

Abstraet

　　　New　pointing　device　”　inertial　mouse　”　is　presented．　le　is　the　mouse　with　the　inertial

function，　which　releases　mouse－user　from　the　irritating　pointing　operations：　”moviRg

mouse　forward　and　backward　repeatedly　in　order　to　transfer　mouse－cursor　to　a　distance　”．

The　mental　image　of　the　inertial　function　is　constructed　in　user　naturally　and　easily　there－

fore，　the　function　rRakes　pointing　operatioRs　to　be　friendly　for　the　user．　The　inertial

function　is　realized　in　low－cost　and　high－reliability　iR　our　meehod．

　　　A　system　of　inertial　mouse　is　conseructed　on　a　personal　computer　by　way　of　trial．　The

controller　of　inertial　mouse　is　designed　in　the　form　of　device－driver　on　operatiRg　system　”

MS－DOS　”，　then　this　system　is　available　for　many　application－softwares　on　”　MS－DOS　”．

Adap£ability　of　the　inertial　mouse　for　the　existing　hardwares　and　softwares　is　discussed　in

general．　Sorr｝e　suggestions　in　lts　applicatioBs　are　mentioned　to　some　extent．　The　efficiency

and　usability　of　the　inertial　mouse　is　investigated　in　an　experimental　approach．

1．はじめに
　マウスは近年，パーソナルコンピュータやワークステーションなどの標準入力装置として急速

に普及した。マウスとアイコンによるダイレクトマニピュy一ションをはじめとして，マウスを

使った図形処理ソフトウェア，マウスによるカーソル移動機能を持ったワードプロセッサなど，

多様なアプリケーションが見られるようになった。それに伴い，マウスの操作性向上の必要性が

高まってきている4）’5）’6）。本研究はこれに応えて，マウスに「慣性機能」を導入することによって，

マウス本来の長所を損うことなく操作能率を向上させる試みを行ったものである。

　パーソナルコンピュータやワークステーションのポインティングデバイスとしては，マウスの

他にトラックボール，ジョイスティック，カーソルキー等が挙げられる。これらの中でマウスが

優れたユーザインタフ＝一スであることを示す指標として，操作のダイレクト性（directness　of

manipulation）がある1）。上記のポインティングデバイスは，いずれもカーソルの移動方向を直接

指定する方式を採用していることから，例えばコマンドによるポインティング操作より，ダイレ

クト性の点で優れたユーザインタフェースといえる。ところが，マウスの場合マウスの移動距離
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がカーソルの移動距離にそのまま対応しているのに対して，トラックボールでは球の回転数，ジョ

イスティックやカーソルキーでは押している時間がカーソルの移動距離に対応している。従って

マウスは，他のポインティングデバイスよりも操作のダイレクト性の点でさらに優れているとい

うことができる。言い換えると，マウスを利用する場合，ポイソテ2ング操作に関してユーザが

持つ操作イメージが，他と比べて実際の計算機応答特性に近く，マウスがよりユーザフレンドリ

なポインティングデバイスであるということを示している1’2）。

　本研究で扱う慣性マウスは，このような：マウスの特徴を生かし，ダイレクト性を損わない機能

である「慣性機能」を追加し，マウスの操作性を向上させたものとなっている。なお最近マウス

の改良の試みとして，マウスの移動距離とマウスカーソルの移動距離との関係に非線形性を設け

たり，タッチパネルをマウスのかわりに用いる等の工夫があり，すでにいくつかのワークステー

ションやパーソナルコンピェータ上で実用化している。これらの様々なポイント手法について，

ソフトウェアの用途別の評価実験を行った結果が報告されているが，操作性などの面で有効な改

良となっているという結論が出されるには至っていない3）。ポインティングデバイスとしては，他

にディジタイザ，スタイラス，透視型タッチ・センシティブ。スクリーン，タブレット，ライト

ペン等が挙げられ，それぞれに特徴があるが，これらはCADや計測機器などの特殊用途に用いら

れ，パーソナルコンピュータやワークステーションの標準入力装置としてはあまり使用されてい

ない。

2．慣性マウスの提案

　慣性マウスとは，以下に示す機能を持ったマウスのこととする。

「あるスイッチ（慣性スイッチ）が存在して，慣性スイッチがoff（on）の時には通常のマウスと

して動作する。そして，on（off）に変ると，マウスカーソルがそのときの移動方向と移動速度を

初期値として，慣性運動のように移動する」

　計算機本体側のマウスドライバー（ソフトウ＝ア）は，一定時間間隔で発生するハードウェア

割込みによってマウスからのデータを読み込むが，その際下記に示す様に，慣性スイッチのOR，

offに応じて，異なる手続きを行う。

　①慣性スイッチがoffの時

　　　XY方向移動距離のデータをFIFOバッファに書き込む。それ以外は，通常のマヴスの場合

　　と同様の処理を行う。

　②慣性スイッチがonの時

　　　直前の移動距離のデータをFIFOバッファから読み込み，このデータをマウスからのXY

　　方向移動距離のデータとする。さらに，このデータをFIFOバッファに書き込む。それ以外

　　は通常のマウスと同様の処理を行う（図1）。

　本報告で提案する慣性マウスは，慣性スイッチとして，マウスを持ち上げるとon，テーブルに

おくとoffとなるメカニカルなスイッチを採用したものである。これにより，以下の様な動作が得

られる。

　①マウスをテーブルに置いた状態で操作している場合は，通常のマウスとして動作する。

　②マウスカーソルが静止した状態でマウスを持ち上げても，マウスカーソルは静止したまま

　　である。

　③マウスカーソルがある方向に移動している状態でマウスを持ち上げると，マウスカーソル
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　　　　　X：x－axis　raoveraent　R：right　button

　　　　　Y：y－axis　movement　L：Eeft　button
　　　　　M：middEe　button　Onertiat　SW．　）

図1　慣性スイッチがn◎，effの各場合におけるマウスデータの処理
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図2慣性機能を利用したときのマウスカーン

　ルの動き（例）

　マウスを持ち上げると，慣性スイッチがon

になることにより，マウスカーソルは接線方向

に直線移動する。そしてマウスをテーブルに置

くと，慣性スイッチがoffになることにより，マ

ウスカーソルは停止する。

は方向と速度を変えずに（接線方向に）直進する。そして，

ソルは停止する（図2）。

マウスをテーブルにおくとカー

3．慣性マウスの特徴

　慣性機能を活用すると，特にマウスカーソルを遠くに移動させるとき，何度もマウスを持ち上

げては元に戻すといった煩わしさから解放される。そのため，マウスを使った作業の能率化・ス

ピードアップや，ユーザの疲労の軽減に有効と思われる。

　慣性マウスを持ち上げな：がらマウスカーソルを移動さぜる場合，ユーザは，fマウス内部の球が，

はずみ車のしくみで回転しているような感覚」，あるいは「マウスカーソルが慣性に従って摩擦零

で滑っていくといった感覚」で，操作することになる。このような「感覚」がユーザの操作イメー

ジの中に自然に形成されるため，ユーザが日常経験している自然な動作に適合した，ユーザフレ

ンドリな使用感が実現している。ユーザは特にこの慣性機能を使いこなすための訓練をする必要

が無く，通常のマウスを使用できるユーザであれば，慣性マウスもただちに使用できるという特

徴をもつ。

　慣性マウスは安価かつ容易に実現できる。トラックボールのように，球の回転の抵抗を小さく
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するというメカ＝カルな方法を採ると，コスト，耐久性の面で難があるばかりでなく，回転摩擦

をまったく無くすることは原理的に不可能であるという，性能面での制約がある。これに対して，

本報告で提案する慣性マウスは，通常のマウスにスイッチを一つ追加するだけで実現でき，しか

も，理想的な慣性機能を疑似的に実現できる。すな：わち，マウスを持上げたときの球の回転摩擦

を等価的に零とし，マウスをテーブルに置いたときの回転摩擦を無限大とすることができる。逆

に必要であれぽ，マウスを持ち上げたときの球の回転摩擦をソフトウェアで疑似的に付加したり，

カーソルの移動速度を慣性運動に限らず自由な速度に設定することも可能である。

　さらに慣性マウスは，既存のハードウェアやアプリケーションソフトウェアとの整合性が良い。

このことについては，次節の慣性マウスの試作の項で詳細を述べる。

4．慣性マウスの試作

4．1本試作の概要

本試作では，通常のマウス（マウスボタンは2個）の内部にメカニカルなスイッチを取り付け
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図3慣性スイッチの構造
　マウスは，本来xy移動計測の機構の一部として，内部に球を有し

ている。本試作では難球を用いている。マウスを持ち上げると内部

の球が下に落ち，下部の電極に接触する。上部の電極は常に鉄球に

接しているため，上下電極が短絡する。

Display

R，　G，　B，VD，　HD

VD

Personat　Computer

　（Mouse　Driver）

Mouse x，　y，　right，　teft，　middte

図4　慣性マウスシステムの構成

　マウスからマウスドライバーへのデータ読込み，処理およびマウ

スカーソルの表示などのルーチンは，垂直用期信号（VD）による

ハードウ＝ア割込み発生により呼出される。
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るという方法を採った。eq　3に慣性スイッチの構造

を示す。

　図4に，本試作の構成を示す。慣性マウスからド

ライバーへのデータの読込み，処理，およびマウス

カーソルの表示は，ディスプレイ画面の垂直走査に

同期させ，各画面毎に行っている（垂直同期信号に

よるハードウェア割込み二毎秒56．42園）。そのた

め，画面上でマウスカーソルがちらつくことがなく，

なめらかなカーソル移動が実現している。

　4．2既存のハードウ：ア・ソフトウェアとの

　　整合性

　使用したパーソナルコンピュータは，マウスボタ

ン入力を3個までサポートしており，そのうちの1

個（lniddle）を慣性スイッチからの入力に対応させ

た。現在のところ本機種に接続可能な全ての市販の

マウスが，2個のボタンを持ったタイプであるため，

本体側の余った一つのボタン入力をそのまま使用で

きる。また慣性マウスのドライバーを，MS－DOS上

のデバイスドライバーとして作成したので，MS

－DOSの上で動作する多くの各種アプリケーション

ソフト上での使用が可能である。これらのことは，

既存のハードウェア・ソフトウェアとの整合性を議

論する上で重要なポイントとなる。

　慣性マウスは，middleの入力を計算機本体側で無

視することにより，通常のマウスに戻すことができ

る。すなわち慣性マウスは，通常のマウスの機能を

包含する。

霧

齋

婁

Software
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図5潰性機能処理のハードウェア化

　慣性機能の処理を計算機本体から分離

し，ハードウェア化すると，通常のマウ

スヂライバーがそのまま使用でき，概存

のアプリケーーショソソフトウェアに変更

を加えずに慣性機能が実現できる。慣性

機能の処理は，1つのスイッチ機構と1

つのシフトレジスタで構成でき，十分な

小型化が見込まれるので（wa　1），マウス

本体に内蔵することも可能である。

　劉中の陰の部分が慣性機能処理の箇所

を示す。

　本試作では，簡単のため慣性マウス用の専用ソフトウェア（デバイスドライバー）を作成した

が，この慣性機能の処理を計算機本体と分離し，計算機入力前の段階で，ハードウェアで行った

場合は，通常のマウスドライバーがそのまま使用できる。そのため，慣性機能の付加は，計算機

の機種に依存せず，また既存のアプリケーションソフトウェアになんら変更を加えることなく実

現される（図5）。

5．慣性マウスの応用に際して

　5．1ウインドウ（ディスプレイ画薗）の境界での扱い

　慣性マウスにおいて，慣性機能が働いた状態で，マウスカーソルがウインドウの上下左右の境

界に達したときの扱いとしては，大きく分けて下記の4通りが考えられる（図6）。

　①境界でカーソルは止る。

　②境界に沿ってカーソルが移動する。

　③ウインドウをy一ラスとみなしてカーソルが直線移動する。
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（a）言口で止る

野中秀俊　伊達惇

（b）境界に沿って称動ずる

（c＞ウィンドウをトーラス　（d）境界で反射する

　とみなして直線移動する

　図6ウイソFウ（ディスプレイ）の境界でのマ

　　　ウスカーソルの動き

6

　④境界でカーソルが反射する。

　例え．ぽ，ポップアップメニューを用いたソ

フトウェアなどで，メテユrあるいはアイコ

ンが画面の境界に接して配置されていること

が多いような場合，そのポインティングには1，

②が適していると思われる。

　エディタやワードプロセッサで見られるよ

うに，マウスによって，画面内部ではカーソ

ル移動，上下境界では上下スクロールができ

るようなソフトウェアでは，②が適している。

　図形処理ソフトウェアに見られるように，

マウスの移動が，画面内部ではカーソルの移

動に，函面の境界上ではマウスの移動方向に

よって示される任意方向のスクロールに対応するようなソフトウェアでは，①が適している。

　その他，アプリケーションソフトウェアに応じて，それぞれ適した境界での扱いを選択するこ

とができる。

　5．2任恵等速度スク日一リング

　最近になって，マウスを使用しないソフトウェアに対して，キーボードのカーソルキー入力に

マウスを対応させるように，仕様変更を行う補助ソフトウェアが一般化している。例えばMS

－DOS上で使用できる「マウスキードライバー」といった商品名のデバイスドライバがこれにあた

る。このソフトウェアを利用すると，カーソルキー…のリピート機能を用いた場合に比べて，高速

にカーソルを移動したりスクロールを行ったりすることができるという利点がある。

　この機能に慣性機能を組合せると，任意速度での等速度のスクロールが可能となる。例えば，

ユーザが文書を読むスピードでスクPt　一ルをし続けるといった使い方ができる。また複数ページ

にわたる瞬時のカーソル移動にも対応できるだけの動作速度が得ら．れるため，コマンドによる

ページ指定や，スクロールキーによる不連続的なページングの機会が少なくなり，カーソル移動

操作のダイレクト性を向上させる結果となる。

6．慣性機能の活用度・有効性の検証

　マウスに慣性機能が追加されたとき，ユーザがどの程度その機能を活用するかを検証するため

の実験を行った。

　6．1実験装置
　実験には今回試作した慣性マウスシステムを使用した。垂直同期信号によるハードウェア割込

み発生の度に測定データ（XY座標，ボタンの押下情報，マウスの持上げ情報，ターゲットへの命

中の有無）を計算機の主記憶上に記録した（毎秒56．42回）。またこのデータは，実験の終了後補

助記憶装置に保存した。約10分間の運続計測が可能である。実験後このデータを用いて被験者の

操作と計算機側の応答を，実時間（および倍速，スローモーション）で再現することができる。

6．2実験の方法（図7）

　ディスプレイ上の一点の座標を疑似乱数で与え，約1cm四方のターゲットを表示する。この

ターゲットを被丁丁が約3mm四方のマウスカーソルでポイントし，左ボタンをクリヅクしたと
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き，ターゲットを消し次のターゲットを表示する。一定時間この動作を繰り返すという課題を被

験者に課した。被験者への動機付けは，直面の左上部に残り時間と消されたターゲットの数を表

示することで行った。またマウスを動かすテーブルの範囲を十分に広くとった（幡60cm，奥行35

cm）0

　6．3実験の設定

①被　　験　　者

②表　示　画　面
③サーソルの大きさ

④ターゲットの大きさ

⑤被験者の位置
⑥一回の課題時間

⑦課題の実施回数

6．4測

21歳から30歳　　12名

640x400（dot）14（inch）ディスプレイ

8x8　（dot）

32　x　32　（dot）

画面から約50cmの正面

3分問

6回

（ただし，通常のマウスと慣性マウスの場舎を

それぞれ3回ずつ交互に行った。）

定

［agn　［］n

tirae　5cer｛

tu：soc

targtt

図7被験者に提示するディスプレイ画弼

　画面には，ターゲット（疑似乱数によって与え

られた座標），マウスカーソル，および左上部の固

定位：置に残り時間とスコアが表示される。

ターゲットが表示された瞬間におけるカーソルとターゲッ5の間の距離を測定し，ユーザがマ

ウスを持ち上げる動作を行ったか否かを記録した。

　6回の課題のう’ち最初の2回は切り捨て，また後の

4回の課題については，それぞれ前半と後半の1分間

のデータを削除して，比較的安定であると思われる中

間の1分間を測定データとした（図8）。

　6．5測定結果
　12人の被験者のうち10人について次のような傾向

が見られた。カーソルとターゲットの距離が遠くなれ

ぽなるほど，マウスを持ち上げる率が高くな：るが，通

常のマウスを使用した場合に比べて，慣性マウスの方

が持ち上げる回数が多い。すなわち慣性マウスの場合，

距離がかなり近い場合でも持ち上げる動作をする傾向

があり，逆に通常のマウスでは，距離がかなり遠い場
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図8　実験のタイムチャート

　3分間の課題を6回行う。被験者に
よって，偶数回めと奇数回めをそれぞれ

通常のマウスと憤性マウス，あるいは慣

性マウスと通常のマウスに対応させた。

安定したユーザの行動特性を得るため

に，函中の斜線部分だけを測定値として

使用した。各課題の合間には，約1分間

の体憩時間を設けた。
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図9　測定結果の例

　横軸は，ターゲットが表示されたときのカーソルとターゲットの距離を，画

面のドット数に換算して示している。

　○はカーソルをターゲットに向けて移動するときにマウスを持ち上げる動作

をした場合，△はマウスを持ち上げる動作をしなかった場合を示す。

合でも，持ち上げる動作をせず，テーブル上でマウスを大きく動かしてターゲッFヘカーソルを

移動するという傾向が見られた。測定結果の一例を図9に示す。12人用被験者のうち残りの2人

はいずれも次のような操作をした。通常のマウスの場合でも慣性マウスの場合でも，持ち上げる

動作をほとんどぜず，テーブルを広く使って，カーソル移動を行った。

　6．6考　　　察

　慣性マウスを用いた方が，通常のマウスを用いた場合よりも操作範囲が狭く，比較的近い距離

へのカーソル移動にも慣性機能を利用していることから，マウスに慣性機能が追加されると，ユー

ザーがこの機能を自発的・積極的に利用する傾向があると思われる。本実験ではマウスの移動範

囲を広くとったが，実際のマウスの使用環境では，移動範囲ははるかに狭いことが予想される。

また一部のソフトウェア・ハ・一一ドウェアを除いて，キーボードとマウスを併用した計算機使用環

境が一般的であり，キーボードのホームポジションとマウスとの右手の往復を必要とするような

場合，このような傾向はさらに強まると思われる。

7．今後の課題

　：本試作では慣性スイッチとして，マウス内の鉄球を介したメカニカルなスイッチを採用したが，

その他にフォトセンサーや圧力センサーの利用など，様々な方式が考えられる。このことについ

ては現在，耐久性，安定性，コスト等の点から検討中である。

　今回の実験は，慣性機能の活用度・有効性を検証するだけに留ったが，今後実行時間，エラー

率（正確さ），疲労度などの観点から，慣性マウスの操作性に関する評価実験を行う予定である。

その際，学習効果についての評価や，単なるマウスによるポインティング操作だけでなく，キー

ボードとの併用に伴う影響，慣性マウスを使用するユーザのユーザモデルの定式化に関する検討

も必要である。

　さらに，カーソルの移動速度（ミッキー値）による，操作性の変化，マウスの移動の方向によ

る操作性の違い等についても今後検討する必要がある。
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