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トピックス

ユニバーサルなユーザインタフェース

増井 俊之

1 はじめに

私は 30年以上にわたり，コンピュータの使いやす
さを改善するユーザインタフェースの研究開発を行
なってきました．このことが評価され，2020年度日
本ソフトウェア科学会基礎研究賞 †1 を頂くことがで
き，大変光栄に思っております．受賞業績のタイトル
である「ユニバーサルなユーザインタフェース」につ
いて，世の中の動向および私自身の研究について紹介
させていただきます．
昔のコンピュータは専門家が使うものでしたが，最

近は誰もがパソコンやスマホでコンピュータやイン
ターネットを活用しています．これはコンピュータ
のユーザインタフェースの改良の結果です．
コンピュータが世の中で使われはじめた頃は文字

ベースの入出力 (Command Line Interface: CLI)が
一般的でしたが，1970年代に高解像度ディスプレイの
上のウィンドウやメニューなどを利用するグラフィカ
ルユーザインタフェース (Graphical User Interface:

GUI)がXerox PARC†2で発明されて以来コンピュー
タ利用のハードルが低くなり，現在は多くの人々がコ
ンピュータを使えるようになりました．
近年のコンピュータ利用のトレンドを表現するキー

ワードとして「モバイルコンピューティング」や「ユ
ビキタスコンピューティング」といったものがありま
す．これらの言葉には，コンピュータを誰もがいつで
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も使うというニュアンスがあり，コンピュータが「ユ
ニバーサル」に使えるようになってきたことのあらわ
れでしょう．「ユニバーサル」というのは，障害や年
齢などにかかわらず「誰でも使える」という意味で
す．例えば，多少体が不自由でも言葉が通じなくても
「自動ドア」を使うことができますから，自動ドアは
ユニバーサルに利用できるインタフェースだといえ
ます．誰でも使えるユニバーサルなシステムの設計
は「ユニバーサルデザイン」と呼ばれ，この考え方の
重要性が広く認識されるようになってきました．
近年，「Augmented Human」というキーワードで

研究が行なわれたりコンファレンスが開かれたりし
ています †3．これは「人間の能力をコンピュータで
拡張する」というコンセプトを表現する言葉ですが，
様々な技術で人を助けたり能力を増強したりするとい
う考えは新しいものではありません．服もメガネも
自動車も文房具も，すべて人間の能力を拡張するため
のものであり，これらは大きな産業になっています．
私がユーザインタフェースの研究をはじめた 1980

年代はコンピュータは専門家が使うものだと考えら
れており，誰もが使えるコンピュータを作るといった
考えはポピュラーではありませんでした．しかし現
在は誰もがパソコンやスマホを活用していますし，将
来はユニバーサルデザインという考え方にもとづい
て，あらゆる人間の弱点を補強したり能力を拡張した
りする用途にコンピュータがより広く利用されるよ
うになるでしょう．

†1 https://www.jssst.or.jp/award/detail/kiso2020.

html

†2 https://ja.wikipedia.org/wiki/ パロアルト研究所
†3 https://www.augmented-human.com/
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図 1 au の携帯電話に登載された POBox

2 ユニバーサルなシステムの開発例

私はユニバーサルであることを重視した様々なイ
ンタフェースシステムを開発したり普及を試みたり
してきました．そのようなシステムの実例をいくつ
か紹介します．

2. 1 テキスト入力支援
私は 2000年ごろ，当時普及しつつあった携帯電話

のための予測型日本語入力手法「POBox」†4 を製品
化しました．
コンピュータが人間の操作を予測することにより

人間の操作の手間を減らす「予測インタフェース」
システムの研究が従来から行なわれていましたが [1]

[3]，POBoxはこれをテキスト入力に応用したもので
す．POBoxは，携帯電話での商品化以前に，携帯端
末 PalmPilot†5 上に実装したものが PalmPilotユー
ザの間では広く利用されていましたが，携帯電話上で
利用できるようになったために多くの携帯電話ユーザ
が利用するようになりました．この結果，予測型入力
システムは，小型のモバイル機器でのテキスト入力に
便利だということが広く認知され，現在は携帯機器で
のテキスト入力手法の実質的な標準となっています．
テキスト入力に予測インタフェースを利用すると

いう手法は，手が不自由なユーザのための特殊な入力
インタフェースとして従来から利用されていました
が，POBoxは，誰もが使えるユニバーサルなインタ
フェースとしてデザインされ普及したところに意義が
あります．ユニバーサルなユーザインタフェースの
工夫によって，あらゆる人々が使えるシステムを作る

†4 https://ja.wikipedia.org/wiki/POBox

†5 https://ja.wikipedia.org/wiki/PalmPilot

図 2 iPhone のフリック入力

ことが可能になることを示せたといえるでしょう．
現在，予測型テキスト入力手法はスマホのような機

器の入力手法として広く利用されていますが，手が不
自由な人のための入力システム PETE†6 などでも利
用されています．PETE では，キーボードをタップ
することによって入力単語の読みを入力するのでは
なく，キーボードの行や列の上を移動するカーソルが
目的の文字の上に来たタイミングでボタンを押すこ
とによって読みを指定します．このため，ねらった位
置のキーをタップすることができないユーザでも単
語の読みからテキスト入力を行なうことができます．

2. 2 画面キャプチャ
パソコンの画面の一部を切り出して保存したり他人

と共有したりしたいことがよくあります．パソコン
には画面をキャプチャして画像ファイルとして保存
する機能がありますが，キャプチャした画像をWeb

ページで使ったり他人と共有したりすることは意外
と面倒でした．この手間を省き，誰もが簡単に画像を
共有できるようにするため，画面上で領域を選択する
とすぐにその画像がWeb上にアップロードされて固

†6 https://www.ideafront.jp/PeteHP/
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図 3 PETE 利用画面

有の URLが付加される「Gyazo」というソフトウェ
ア †7 を 2007年に開発して公開しました．
Gyazo を使うと単純な操作で画像を切り出して活

用することができて便利なので，ユーザが全世界で
爆発的に増加し，現在は月間 1000 万人のユーザが
Gyazoを利用しています．Webのトラフィック情報
を計測する Alexa†8 のデータによると，Gyazoは全
世界のWebサービスで数百番目にトラフィックが多
いサービスになっています †9．
Gyazo では画像キャプチャ時にアプリケーション

情報などの付帯情報や OCR テキストを記録するた
め，画像をキャプチャするという簡単な操作だけで
様々な情報整理を行なうこともできます．面倒なこ
とを考えなくても自動的に情報の整理が行なえると
いう点で，Gyazo はユニバーサルなサービスである
といえるでしょう．

2. 3 思考支援
アイデアをまとめたり文章を書いたりするのは努

力が必要な作業です．ワープロ，TEX，HTMLなど
を使ってコンピュータで美しい文章を作るのは一般
的ですし，アイデアや考えをまとめるための様々なシ

†7 https://Gyazo.com/

†8 https://www.alexa.com/

†9 2021年時点で世界で最もトラフィックが多いのは
Google, 2 番目は Facebook

図 4 Gyazo のトラフィック

ステムやサービスが提案されていますが，決定版とい
えるものは存在しないので，試行錯誤している人も多
いでしょう．
私は，頭の中の考えをまとめたいときや情報を共

有したいときは，Wiki†10 を使うことが効果的だと
考え，Gyazz [6]というシステムを作成して長年利用
してきました．現在は「Scrapbox」†11 という名前で
サービス提供しています．
Scrapboxは，ブラウザ上でリアルタイムに手軽に

情報を共有することができるサービスです．複数ユー
ザが同時にテキスト編集を行なえることに加え，ペー
ジ間のリンクを簡単に作ることができるので，様々な
用途に使うことができます．
リアルタイムにWikiを利用できるとアイデアの整

理などにとても便利です．様々なデータをカードに
記録し，それらを利用してアイデアをまとめるとい
う手法が，梅棹忠夫氏の「知的生産の技術」†12 や，
Niklas Luhmann による「Zettelkasten」†13 などで
提案され，広く利用されてきましたが，これらは紙
ベースのものでした．ScrapboxはこれをWikiで実
現したものであり，柔軟で有用なシステムとなってい
ます．

2. 4 検索支援
複雑なシステムやサービスが身のまわりに増えて

きていますが，使い方がわからないといった問題を解

†10 https://ja.wikipedia.org/wiki/ ウィキ
†11 https://scrapbox.io/

†12 https://www.amazon.co.jp/dp/4004150930

†13 https://en.wikipedia.org/wiki/Zettelkasten
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図 5 Scrapbox ページのリスト

図 6 Scrapbox ページ

決することは簡単ではありません．大抵のパソコン
OSやアプリケーションにはヘルプ機能が用意されて
いますが，ヘルプシステムを使って問題が解決できる
ことは少ないため活用されているとはいえず，Web

で検索したり他人に聞いたりすることで問題を解決
してることがほとんどです．
ヘルプの検索にはキーワード検索が利用されるの

が普通ですが，ユーザの頭の中の単語とヘルプ文書中
の単語は一致しないことが多いため，必要な情報をう
まくみつけるのは困難です [2]．このような問題を解
決するため，頭の中に出現しそうなキーワードにマッ
チするあらゆるヘルプ文書を生成しておき，キーワー
ドと曖昧検索を行なうことによりヘルプを実現する
「展開ヘルプ」[7]技術を開発し，「Helpfeel」†14 とい
う商品名でサービスをしています．

†14 https://helpfeel.com/

図 7 梅棹忠夫氏の情報整理カード

図 8 ヘルプ機能の利用状況アンケート (2019/2/28)

図 9は Helpfeelでカラオケ店のサービスを検索し
ているところです．検索キーワードの綴りが間違っ
ていたり，ドキュメントに含まれていないキーワード
をユーザが指定した場合でも適切なヘルプを表示で
きるようになっています．

2. 5 コンテンツ閲覧
ネットには大量のコンテンツが存在し，パソコンや

テレビ画面でそれらを楽しむことができますが，コン
テンツを選択するための操作は簡単ではないのが普
通です．パソコンの入力装置やリモコンのボタンを
使って目的のコンテンツを選択するためにはそれな
りのリテラシが必要です．
細かい選択操作が苦手な人でも，最小限の操作で

コンテンツを閲覧できるようにするため，ふたつの
キーだけを利用して大量のコンテンツを選択して楽し
むことができる「Serencast」†15 システムを開発しま

†15 http://Serencast.com/
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図 9 カラオケのヘルプ

した [5]．Serencastを利用すると，複雑なリモコン操
作をせずに大量のコンテンツをブラウジングするこ
とができます．
コンテンツは階層的なデータベースとして scrapbox

上に用意しておきます．階層的データベースをナビ
ゲーションするとき，隣の情報に移動することに加
え，下の階層に移動するための操作や上の階層に移動
するための操作が必要なシステムがほとんどですが，
Serencastではこれらの移動が自動的に実行されるた
め，最小限の入力装置でナビゲーションが可能になっ
ています．

2. 6 パスワード管理
ネット上のサービスを利用するとき，パスワード漏

洩の危険を避けるため，サービスごとに異なるパス
ワードを利用することが推奨されています．昔はパ
スワードが必要なシステムの数は多くなかったため，
パスワードを人間の頭で覚えることが可能でしたが，
沢山のサービスを利用することが普通になった現在，
サービスの数だけパスワードを覚えることは不可能
です．
沢山のパスワードを利用するために「パスワード管

理システム」が広く利用されるようになってきました
が，パスワード管理システムを利用するためには「マ
スターパスワード」が必要ですし，特殊なパスワード
管理システムはどこでも使えるとは限りません．
こういう問題を解決するため，既に自分が覚えてい

るエピソード記憶からパスワードを生成して利用で

図 10 Serencast で天気予報を視聴

図 11 EpisoPass 問題

きる「EpisoPass」†16 というシステムを開発しまし
た [4] [8]．エピソード記憶とは，学習による「意味記
憶」と異なり，体験にもとづいて覚えていて忘れるこ
とが少ない記憶のことです．EpisoPassでは，自分だ
けが覚えているエピソード記憶を問題として登録し
ておき，答の候補の中から正答を選択します．答の選
択によって異なる文字列が生成されますが，正しい答
を選択したときに生成される文字列をパスワードと
して登録します．問題と答候補の組を保存しておけ
ばパスワードをどこでも生成できるので，マスターパ
スワードのようなものは必要ありませんし，パスワー
ドを忘れてしまう心配がありません．
パスワード管理システムの利用法やマスターパス

ワードを覚えておくことにはリテラシが必要ですが，
EpisoPassでは特別に記憶しなければならないことが

†16 https://EpisoPass.com
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無いので，ユニバーサルに利用できるシステムだとい
えるでしょう．

3 まとめ

長年にわたり，誰もがいつでもどこでも利用できる
ユニバーサルなアプリケーションやサービスの開発
に勤めてきました．有用なアプリケーションを作成
するためには基礎的なコンピュータサイエンスの技
術が必要です．コンピュータソフトウェアの知見に
もとづき，ユニバーサルなインタフェースをさらに開
発していきたいと考えています．
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