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要　　　旨

リコーマルチメディアボードMEDIASITEシリーズは，会議室で使われる電子黒板・ビデオプ

レゼンテーション機器・液晶プロジェクタの機能を1台に融合した次世代の統合会議ツールであ

る．先進の技術を満載することで，アプライアンス性とオープン性を両立させたもので，以下の

特徴を有する．

1) マルチメディアプレゼンテーションに最適な鮮明大型フラットディスプレイ

MB1-40V:広視野角の40型プラズマディスプレイを採用．

MB2-50X:高解像度の52型デジタルフラットディスプレイを採用．

2) 直感操作のインタラクティブマルチメディアを実現する完全透明タッチパネル

3) 指先で簡単かつスピーディー操作の黒板ソフトウエア

4) アプライアンス指向のシステム統合

5) PC,ネットワークとの容易な接続

ABSTRACT

RICOH multimedia board MEDIASITE series products are the next-generation meeting tools.

Features of conventional presentation devices such as electronic whiteboard, video equipment, LCD

projector are seamlessly integrated into a single unit. Packed with latest technologies, each model is

an office appliance and an open architecture platform at the same time.

1) Large and brilliant flat display, optimal for multimedia presentation

MB1-40V: Wide view angled 40 inch Plasma Display

MB2-50X: High resolution 52 inch Digital Flat Display

2) Transparent touch panel that makes intuitive and interactive multimedia possible.

3) Blackboard software, enabling simple and efficient “fingertip operation. ”

4) Appliance oriented system integration.

5) Instant connectivity with PC and network environment.
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 1．背景と目的

オフィスにおいては近年，より効果的にものごとを伝え

ることに重点をおく「ビジネスプレゼンテーション」という

分野がクローズアップされてきている．従来からあるOHP，

電子黒板，ビデオ機器といった機器に加えて，コンピュータ

に接続して表示する液晶プロジェクタの市場が急速に拡大し

ている．リコーマルチメディアボードMEDIASITEシリーズ

は，これらの会議・プレゼンテーション機器の機能を1台に

融合した次世代の統合会議ツールである．

・マルチメディア

・インタラクティブ

・アプライアンス

を併せ持つMEDIASITEは，会議のありかたに大きな変革を

もたらすことになろう．

また，会議・ビジネスプレゼンテーションというオフィ

ス用途のみならず，教育用途，情報KIOSKとも呼ばれる公衆

情報検索端末やインタラクティブな案内板，さらにはエン

ターテインメント分野にまでわたる広範な応用が期待される．
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 2．製品の概要

MEDIASITEシリーズは現在2機種が販売されており，製

品仕様はTable 1に示すとおり．

MB1-40V (Fig.1)

広視野角40型プラズマディスプレイを採用した，小規模

会議・情報端末向けの製品．

MB2-50X (Fig.2)

高解像度52型デジタルフラットディスプレイを採用した，

中規模会議・セミナー向けの製品．

Fig.1 MB1-40V.
Table 1　Specifications

製品名 MB1-40VSE MB2-50XS

表示部 スクリーンサイズ 対角100cm(40型) 対角131cm(52型)
アスペクト比 4:3 4:3
方式 PDP DFD
表示画素数 640x480ドット 1024x768ドット

映像 入力 RGB信号 2系統 2系統
VIDEO信号 2系統 2系統

出力 RGB信号 スルー出力 スルー出力
音声 入力 ライン 3系統 3系統

出力 ライン 1系統 1系統
スピーカ 3W + 3W 5W + 5W

タッチ 方式 超音波表面弾性波方式
  入力部 解像度 1.33mm/ポイント 1.72mm/ポイント

入力方法 指または付属ペン
対応パソコン PC/AT互換機
対応プリンター PC用カラープリンター
同梱ソフト タッチパネルドライバforWindows95

リコーMBソフトウエア
外形寸法 W 105cm 121cm

D 65cm 76cm
H 175cm 193cm
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Fig.2 MB2-50X.

システムはFig.3に示すようにディスプレイ，タッチパネ

ル，コントローラPCより構成される．導入してすぐ使え，

また移動の容易なようにシステム全体が一体化筐体に収納さ

れており，電子黒板なみに扱いやすくなっている．

コントローラPCは，MS WindowsにMEDIASITE関連ソフ

トウエア(タッチパネルドライバおよびMBソフトウエア)を

組み込んだものとなっている．コントローラPCとして，リ

コーが提供するものにかわり，顧客が手持ちの汎用PCを接

続することもできる．汎用PCは市販の豊富な周辺機器が使

用できることから，ニーズに応じてLAN・通信環境，TV会

議システム，ビデオキャプチャシステム等の組み込み拡張も

自在である．
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Fig.3 System configuration.

 3．技術の特徴

3-1 ディスプレイ技術

MEDIASITEシリーズに特に求められるディスプレイ特性

としては，

大画面 黒板なみの記入性と視認性

明るさ 部屋を消灯しないで使える

広視野角 会議参加者全員に伝えられる

高速応答 迫力ある動画再生ができる

が挙げられる．両機種に採用されている技術は，いずれも以

上の要件を満たすものである．

MB1-40V: 40型プラズマディスプレイ

プラズマディスプレイ(以下「PDP」と略す)は，次世代大

型フラットパネルテレビ分野でも最有力表示方式と目されて

いる技術である．互いに内側に電極(前面側は透明電極)を形

成した2枚のガラスを貼りあわせ，間にガスが封入された構

造をとる．動作原理としてはFig.4に示すように，まず電極

間で放電を行うことで封入ガスがプラズマ化される．次いで

電極上に塗布されている三色(RGB)の蛍光体がプラズマから

放出された紫外線に照射されると，可視光で発光する．放電

パルスのデューティ比を変えることで各色256階調を実現し

ている．

本方式の特徴は，優れた色再現性・コントラストおよび
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広い視野角(160°)にある．たとえば良質のDVDを再生した

ときの画像の立体感と色調の美しさは際立っている．また，

他のフラットパネル技術と比較してスイッチング速度が速い

ために，滑らかで迫力ある動画再生が可能となった．

 (R,G,B)

Fig.4a Plasma Display Panel configuration.

Fig.4b Plasma Display Panel mechanism.

MB2-50X: 52型デジタルフラットディスプレイ

デジタルフラットディスプレイ(以下「DFD」と略す)は，

高輝度液晶エンジンにより従来の液晶リアプロジェクタ方式

のディスプレイと比較して薄型(表示部49cm)かつ低価格で

あるにもかかわらず，PDPすら凌駕する高輝度(最大

580cd/m2)を有する．また広拡散タイプの結像スクリーンを

新規採用したことで，これまでにない広い視野角(160°)を

もあわせて実現している．
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Fig.5 Digital Flat Display configuration.

両機種とも，PC側に専用ビデオボードやドライバを追加

することなく接続可能である．PC画面信号(VGAアナログ

RGB)入力のための周波数マルチスキャンインタフェースを

備え，またディスプレイ固有の表示画素数以外の解像度の入

力信号もフルスクリーン表示するためのアップ・ダウンコン

バータを内蔵し，広範なPC出力信号モードに対応できる．

いっぽう内蔵ビデオ信号インタフェースにより，DVD

デッキ，放送チューナ，ゲーム機など各種ビデオ機器が接続

可能である．

さらに大人数を対象とする公演などの用途には，外部

ディスプレイ端子から大型プロジェクタ等に接続することで

表示内容を連動することも可能となっている．

3-2 タッチパネル技術

コンピュータ画面に指・ペンでタッチすることにより操

作をおこなうための検知技術は，これまでもさまざまな方式

が提案されている．(Table 2)

MEDIASITEシリーズにおいては，

・専用ペンが不要で，指先でもタッチできる自然な操作

感

・ディスプレイのマルチメディア再生能力を妨げない，

高い透明性

・くりかえしタッチにも耐える堅牢性と耐久性

という観点から超音波表面弾性波(Surface Acoustic Wave,

以下SAW)方式が使用されている．
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Table 2　Various touch panel technologies.

タッチパネル技術 抵抗膜方式
光アレイ方式
静電容量方式
超音波表面弾性波方式
など

ペン入力技術 電磁誘導方式
光走査方式
超音波方式
ライトペン方式
など

従来この方式では不可能と言われていた40型・52型とい

う大判サイズが，コンピュータシミュレーションによる超音

波反射アレイの最適化設計，SAW伝達特性の優れたガラス

素材の新規開発，超音波送受信トランスデューサの高出力

化・高感度化などにより実現できた．

本方式では，ガラス表面を伝わるSAWが指先などの軟ら

かい物質で吸収される性質を利用している．動作原理(Fig.6)

としては，まずガラスパネルのコーナに設けられた送信トラ

ンスデューサから5MHzの超音波が繰り返し発信される．ガ

ラスに入射された時点で表面弾性波となり，反射アレイ1を

通過する過程で順次90°曲げられてタッチ領域に達する．

そして再度対向側の反射アレイ2を経由して受信トランス

デューサに回収される．タッチ領域上の位置により到達時刻

が異なるため，指による吸収があったときにはその時刻領域

だけ信号強度が弱くなるので，リアルタイム計算処理により

タッチ位置が検出できる．指先のほか，SAWを吸収する材

質でできたペン先を用いても同じように検知される．ガラス

面のX軸およびY軸の各々に対して上述のような系を設ける

ことにより，XY座標が検知できたことになる．
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Fig.6 SAW Touch panel technology.

このようにして検知された座標信号は，シリアル通信経

由でコントローラPC上の専用ドライバソフトウエアにより

OSのマウスAPIに変換され，アプリケーションソフトウエア

に渡される．これをマウスエミュレーション機能と呼ぶ．

MEDIASITEではクリック操作のみならず，ドラッグ操作，

ダブルクリック操作もエミュレートする高度な互換性を実現

している．そのため通常のマウス用に設計された既存アプリ

ケーションソフトウエアを，変更することなく本タッチパネ

ルでも操作できる．ドライバはMS Windows95/98用を標準装

備しているほか，WindowsNT用，Macintosh用などがオプ

ションとして提供されている．

3-3 MBソフトウエア

先に述べたように，MEDIASITEでは既存アプリケーショ

ンソフトウエアが使用できる設計となっているが，さらに使

いやすくするための機能を満載した電子黒板ソフトウエア

「MBソフトウエア」と併用することで，より効果的な会

議・プレゼンテーション運用ができるようになる．MBソフ

トウエアはWindows95/98で動作し，Fig.7のような構造と

なっている．これをインストールすることで実現される主要

な機能は以下のとおり:

a. 電子黒板機能

b. キャプチャ機能

c. プレゼンテーション支援機能

d. Windows操作支援機能
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Fig.7 MB Software architecture.

a. 電子黒板機能

MEDIASITEは電源投入直後には電子黒板のような画面で

起動する．(Fig.8)

Fig.8 Electronic blackboard.

画面上を指先またはペンでなぞるだけで，黒板感覚で文

字や絵が描ける．したがってPCの操作を一切知らないユー

ザでも抵抗なく使用することができる．MEDIASITEは，会

議室などの不特定多数のユーザが触れる場で使用されるため，

このように予備学習なしですぐさま使い始められる設計が極

めて重要である．機能としては汎用のペイント系ソフトウエ

アに類似しているが，電子黒板用途に特化した次のような工

夫がなされている:

・安心して使えるフルスクリーンオペレーション

・最大6ページまでの縮小カラー印刷

・ベクター方式のため，縮小・拡大しても画質がよい(他

社製品ではビットマップ方式)
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・指先一本で簡単に引ける罫線

・手書き部分を消しても罫線は消えずに残るため，罫線

を記入枠(フォーマット)として利用可能

・手書き文字認識技術(Fig.9)

・共有設備であることを意識した，議事録ファイルの機

密保持(サイン認証技術)

Fig.9 Handwritten character recognition.

b. Windowsキャプチャ機能(Fig.10)

単なる電子黒板として使用するのみならず，各種

Windowsアプリケーションに対しても同じように手書きによ

る上書きが可能である．この機能をキャプチャと呼んでいる．

たとえば，MS Excelによるグラフを表示しながら強調した

い箇所を蛍光ペンで示す，MS PowerPoint画像の余白にメモ

やスケッチを記入する，などの用途がある．

Fig.10 Windows capturing.

c. プレゼンテーション支援機能

Windowsキャプチャ機能により，MS PowerPointの画面に
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上書き強調しながらプレゼンテーションすることが可能と

なった．この考えをさらに推し進めて，PowerPointファイ

ルの全ページをあらかじめMBソフトウエアにまとめて取り

込む機能が「PowerPoint一括読み込み」である．この機能

を使用することでより一層スムーズなプレゼンテーションが

実現できる．

またスキャナ入力機能により，ハードコピー資料も読み

込め，電子OHPのような使い方が可能となる．

d. Windows操作支援機能

MEDIASITEのタッチパネルは高度なマウスエミュレー

ション機能を備えているが，マウス右クリックに相当する操

作は原理的に不可能である．そこでMBソフトウエアには

「マウス右クリックモードボタン」という機能がある．この

ボタンを押下することで，引き続くタッチ操作は右クリック

として処理させる「Windows騙し」の技術が使用されている．

Windows95/98では右クリックを多用することから，不可欠

な機能である．

以上MBソフトウエアの主な機能を概観してきた．すでに

述べたように，MEDIASITEでは汎用アプリケーションソフ

トウエアを使用できる．したがって高度な用途・ユーザ固有

の用途には，顧客が使い慣れたアプリケーションソフトウエ

アとMBソフトウエアをうまく併用することでMEDIASITEの

特徴が最大限に活きる．

 4．今後の展開

新規技術のスピーディな投入により，顧客のニーズに対

応し，めまぐるしく変化するPC環境にマッチする，より使

いやすい製品を開発していく．またMEDIASITEを新しいシ

ステムプラットフォームとしてとらえ，さまざまな応用シス

テムへの展開をはかっていく．

注1)Windowsは米国Microsoft Corporationの米国及びその他の国にお

ける登録商標です．

注2)MS Word, MS Excel, MS PowerPointは米国Microsoft Corporation

の米国及びその他の国における商標または登録商標です．

注3)Macintoshは米国Apple Computerの米国及びその他の国における

登録商標です．
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