
 
 

 

 

  
 

ペルチェ素子による手書き文字の動的消去を利用した 

テーブルトップインタフェースの研究 
 

加藤愛†  馬場哲晃†  串山久美子† 
 

本稿では，画像処理を利用して映像プロジェクションと手書き文字のペルチェ素子による動的消去を利用したテーブ
ルトップ型演奏インタフェースについて提案する．紙面に手書きで文字を書き，それをカメラで読み込み画像処理し
た後に紙面に投影し，ペルチェ素子駆動により紙面の手書き文字を消去する．ユーザは指を利用してプロジェクショ

ンされた文字を操作でき，文字をぶつけたりすることで音を鳴らす．本システムはソフトウェアとハードウェアで構
成され，ソフトウェアでは文字認識及びフィンガートラッキングについて，ハードウェアではペルチェ素子駆動によ
る文字消去及びタッチセンサによるタッチ検出について論じる．本手法によって，本稿で目標とするインタラクショ

ンを実現することができたが，より豊かなパフォーマンスを実現するために手書き文字の特徴や指先の動かし方を利
用したインタラクションを検討する必要がある． 

 

A Tabletop Interface for Dynamic Erasable Handwriting 

with Peltier Device 
 

MEGUMI KATO† TETSUAKI BABA† KUMIKO KUSHIYAMA† 
 

In this paper, we propose a tabletop musical interface using a image projection and for dynamic erasable handwriting by peltier 
device and show an electronic instrument as an application example. We obtain an image of the hand written characters and erase 
the handwritten characters by peltier device. Simultaneously, we project the image of the handwritten characters on the writing 
area. Performer can move the handwritten characters projected with his finger and create music as he moves the character or hits 
the character against another. Software carries out character detection, recognition and finger tracking and Hardware carries out 
erasing the handwritten character with peltier device and touch sensing. We could achieve our goal by our method, however, we 
need to discuss how to use a finger and a characteristic of the handwritten character for interaction. 

 
 

1. はじめに 

 画像処理技術は多様な場面で応用されており, 近年では

新たな操作インタフェースを生み出すなど注目も高まって

いる. ゴラン 1)らは, パターン認識を応用して手の動きや

形を入力インタフェースとすることに成功している．これ

により，従来のマウスやキーボードなどの入力デバイスを

用いる方法によらず，人の表情やジェスチャといったより

人の自然な行動に近い入力方法を取り入れる事で直感的か

つユーザへの負担も少ない操作方法を提供することが可能

となった． 
 さらに，この画像処理技術は電子楽器にも応用されてい

る．著者ら 2)は，簡易な手書き譜面をユーザが専用の小型

デバイスでスキャン操作することで，即座に任意の音程を

再生するシステムを提案している．本来五線譜の記譜と楽

器の演奏は全く別物であったが，楽曲を記述すること，演

奏することをつなげることで五線譜をそのままインタフェ

ースに用いるパフォーマンスを実現できる． 
 しかし，実物体オブジェクトに対して操作を行う場合は，

ユーザは実空間とディスプレイの両方を注視しなくてはな

らず，ユーザビリティに問題が生じてしまう．このことか

ら，画像処理の処理結果はディスプレイに表示するのが一 
 
 

般的であるために，ユーザビリティに問題が生じてしまう．

この問題を解決する手法に AR 技術が挙げられる．AR 技

術とは，現実の環境から知覚に与えられる情報にコンピュ

ータが作り出した情報を重ね合わせ，補足的な情報を与え

る技術である．そのため，AR 技術ではコンピュータが作

り出した情報を重ね合わせる対象となるマーカーが必要と

なるのだが，マーカーが知覚情報のリアリティを損ねてし

まうという問題がある．この問題を解決するために，本稿

では熱によって消去可能なペンを利用してマーカーを描画

し，コンピュータ情報を重ね合わせた後，マーカーを消去

する技術を提案する． 
 以上のことから，本稿では映像プロジェクションと手書

き文字のペルチェ素子による動的消去を利用したテーブル

トップ型演奏インタフェースを提示し，その応用例として

電子楽器を提案する．本システムにおけるユーザのパフォ

ーマンス時のスケッチを図 1 に示す．ユーザが手書きした

文字を取り付けられたカメラによって取得，認識した後，

手書き文字をペルチェ素子駆動によって消去する．同時に

手書き画像を紙面上にプロジェクションし，ユーザは指先

を利用してプロジェクションされた手書き画像を動かすこ

とができる．手書きした文字はその認識結果から種々の音

色や音階が割り当てられ，ユーザはそれらを指を使って動

かし，ぶつけたりすることで簡単なループシーケンサとし

て音楽を生成する．描画領域は紙面，アルミ板，ペルチェ
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素子の三層で構成される．ペルチェ素子は高温になり領域

全面に配置するのは危険であるため，描画領域の一部分を

温めるように配置する．そのため，パフォーマは描画領域

の決まった部分に文字を書く．ただし，指を使った操作は

全領域を用いて行うことができる．アルミ板はタッチ検出

に利用いられ，ペルチェ素子の駆動や指を使った操作に利

用される． 

 
図 1 パフォーマンス時のスケッチ 

Figure1 A sketch of performance. 
 

2. 関連研究 

 本作品で目標とするインタラクションでは，手書き情報

を利用したインタフェースの構築，手書き文字の動的消去，

電子楽器への応用法について検討する必要がある．本章で

は以上の 3 点について関連研究を述べる． 
 

2.1 手書き情報を利用したインタフェース 

 手書き情報を利用した作品として，「drawn」3)が挙げら

れる．この作品は，紙面に描かれた手書きのイラストを手

で操作し動かすということを実現している．描かれたイラ

ストをカメラで読み込み，動作処理を施した後，結果をス

クリーンにプロジェクションすることによってこれを実現

している．このように，手書き情報を利用することでより

多彩で自由な表現が可能となる． 
 しかし，この作品では，パフォーマーは手元を離れたス

クリーンを注視しながら操作を行わなければならない．手

元の紙面を注視しながら操作を行うためには，紙面上に処

理結果をプロジェクションする方法が考えられるが，この

場合手書きのイラストを消去する必要がある．次節では，

手書き情報を消去する技術について述べる． 
 

2.2 手書き情報の動的消去 

 手書き情報を消去する技術として，西村ら 4)，橋田ら 5)

の手法が挙げられる．この手法では，熱することでインク

が透明になるフリクションボールペン 6)を利用して描画を

行い，レーザーで紙面を熱することで局所的に手書き情報

を消去することを可能としている． 
 本作品では，複数の手書き文字を一度に消去することを

目的としているために，局所的な消去技術よりも散らばっ

た手書き情報を一度に消去可能な技術を必要とする．その

ため，より広い範囲を熱することが可能なペルチェ素子を

用いて手書き情報の動的消去を行う． 
 

2.3 電子楽器への応用 

 文字を利用したパフォーマンスシステムとして藤岡ら 7)

はキーボード入力を利用してコンピュータグラフィクスを

演奏と同時に生成するシステムを提案した．同様に，藤岡

ら 8)は，キーボードやマウスによってアルファベットを入

力し，パズル・ゲームのように並べることで演奏を行うソ

フトウェアを提案した．両者とも文字に任意の音程を割り

当てることで文字での演奏を可能にしている．文字での入

力による演奏は，専門の知識を必要とせず誰もが簡単に演

奏を楽しめることに加えて，鑑賞者が聴くだけではなく見

て楽しむことも可能とするパフォーマンスを実現すること

ができる． 
 以上のことから，本稿では手書き文字を利用した電子楽

器を提案する． 
 

3. 実装 

 本稿で提案するテーブルトップインタフェースは，手書

き文字を画像処理するソフトウェアと動的消去を行うデバ

イスから構成される．さらに，手書き文字を利用する際，

ユーザごとに手書き文字に大きな差が生じることが想定さ

れるため，適切なインタラクションを行うために手書き文

字に条件を設けた．本章では以上の 3 点について述べる． 
 

3.1 利用する手書き文字の検討 

 本研究では利用する文字を AからGのアルファベットに

限定する．音名表記において，一般によく知られたものだ

とイタリア式の「ドレミファソラシド」や，日本式の「ハ

ニホヘトイロハ」がある．文字を利用した演奏インタフェ

ースにおいて，文字に任意の音程を割り当てる際にはこの

音名表記に従うのが自然であると考えられる．そこで，本

研究ではアメリカ・イギリス式の音名表記を採用し，アル

ファベットを書くことで音を鳴らす． 
 加えて，本インタラクションでは単体の文字を操作する

ことを目標としているため，重ねて書かれた文字は対応し

ない． 
 

表 1 イタリア式とアメリカ・イギリス式音名表記 
Table1 pith name in Italy, America and United Kingdom. 
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3.2 ソフトウェア 

 ソフトウェアでは，文字の検出と認識及び指を使った操

作を目的としてフィンガートラッキングを行う． 
 

3.2.1 文字の検出と認識 
 本システムにおいて，文字の検出と認識は OCR ライブ

ラリを利用して行う 9)．まず，入力画像を二値化して矩形

検出を行う．次に，検出された矩形データを OCR ライブ

ラリを利用して文字認識処理を施し，アルファベットと判

別されたデータのみを保持する．最後に，元の場所に切り

出したデータを再び配置する． 
 本処理の結果を図 2 に示す．上は全体図であり，下は各

文字を拡大した図である．緑色の塗りつぶしが切り出した

矩形データであることを表し，左上に表示されている文字

が文字認識の結果である． 
 

 
図 2 文字検出・認識処理の結果 

Figure2 A result of Character Detection and Recognition. 
 

3.2.2 フィンガートラッキング 
 ハンドトラッキングには様々な手法が挙げられるが

10)11)12)，本インタラクションでは指先を利用して文字を動

かすため，フィンガートラッキングを行う．肌色検出により

二値化画像を生成し，手の輪郭のデータを生成する．この輪

郭データを利用して凸包を求め，さらにコーナー検出を行う

ことで凸包の頂点を検出する．検出された頂点で入力画像の

辺に接していない頂点を指先とみなすことで，フィンガート

ラッキングを行う．図 3 は処理結果である．本手法により，

正しくフィンガートラッキングを実装できた． 
 しかし，指を使った操作を行うためには指の位置を検出す

るだけでなく紙面へのタッチを検出する必要もある．紙面へ

のタッチの検出については，3.3 のハードウェアにて述べる． 

 
図 3 フィンガートラッキングの処理結果 

Figure3 A result of Finger Tracking. 
 

3.3 ハードウェア 

 ハードウェアでは，熱を利用した文字の消去と紙面への

タッチ検出を行う． 
 

3.3.1 熱を利用した文字消去デバイスの試作 
 本システムではペルチェ素子を利用して紙面に熱を与え

ることで文字を消去する．このとき，描画面が高温になる

ため，ユーザが熱を与えた部分を触ってしまうとやけどす

る危険性がある．これを解決するために，熱を与える部分

は描画領域の特定部に限定し，さらにユーザが描画面に触

れていない時のみ温まるよう考慮する．ユーザが描画面に

触れているかどうかの判別は，紙面へのタッチ検出を利用

する．図 4 にペルチェ素子を利用した熱消去デバイスの試

作を示す．プロトタイプでは温度センサ（セイコーインス

ツル株式会社製 CMOS 温度センサ IC S-8120C）によって

ペルチェ素子の温度を計測しペルチェ素子を制御する．本

試作を使って手書き文字を消去した様子を図 5 に示す． 

 

 

図 4 ペルチェ素子を利用した熱消去デバイスの試作 
Figure4 Our prototype of erasing device with peltier. 

 

 
図 5 熱消去デバイスによる手書き文字消去 

Figure5 Erasing handwritten characters with our prototype. 
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3.3.2 静電容量を利用したタッチセンサの試作 
 タッチセンサの試作を図 6 に示す．本試作では，アルミに

触れた時に生じる静電容量の変化を利用してタッチの検出

を行う．このとき，静電容量センサの感度調節を行った．図

7 は感度調節を行った際のフィルタ値の変化であり，触れ

る・離すを繰り返した結果である．アルミに触れているとき

には値が大きく変化し，離れたときには値が小さく安定して

いることがわかった．この結果から閾値を設定し，タッチ検

出を行った． 

 

 
図 6 静電容量を利用したタッチセンサの試作 

Figure6 Our prototype of touch sensor with capacitance. 
 

 
図 7 タッチセンサにおけるフィルタ値の変化 

Figure7 A change of value of filter in our touch sensor. 

 

4. 今後の課題 

 本稿ではシステムの実装中心に論じたが，具体的なイン

タラクションについては検討する必要がある．手書き文字

を利用したインタラクションでは，線の太さや種類，文字

の大きさ，色などをユーザが自由に表現することができる．

ユーザが書く手書き文字の色や形状が演奏する音の高低や

音色に変化をもたらすインタラクションを実現することが

できれば，より直感的な演奏が可能となると考えられる．

さらに，指を利用した操作においても，今回はドラッグ操

作のみを論じたが，ドラッグ以外の操作を取り入れ演奏表

現に広がりを持たせる必要がある．具体的には，はじく，

つかむを想定しており，ループ音楽の演奏の開始や停止を

表現したいと考えている． 
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