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グループ支援を目的とした協同作業空間の雰囲気伝達手法
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本論文は，オフィスや研究室といった作業空間の出入り口に接近したユーザに対し，空間内部の雰
囲気およびその推移を伝達するシステム AS-Gate（AtmoSpheric-Gate）を提案する．AS-Gate は，
RFID などのセンサを用いたアウェアネス情報の収集部分，集めた情報の蓄積・管理部分，透過型ス
クリーンなどの出力インタフェースによる情報提示部分から構成されており，空間内部の状況の推移
を 3 次元表現や色表現を用いて直感的に提示する．AS-Gate を実装し評価実験を行った結果，ユーザ
が作業空間に入る前に内部の雰囲気を察知できるようになることで，グループの作業効率化やコミュ
ニケーションの活発化を促進する可能性を見い出した．

Grasping Contextual Awareness inside a Workspace
at the Entrance to Support Group Interaction
Hironori Egi,†,☆ Mayuka Nishikawa,† Hisashi Anzai,†
Hiroshi Shigeno† and Ken-ichi Okada†
This research focuses on the entrance of a workspace, where two or more rooms are connected. In order to encourage group interaction, we propose AS-Gate (AtmoSphericGate),
which conveys change of the state inside the workspace to the members who approach the
entrance. This system gathers and stores awareness information from various sensors, and
displays the information on the transmissive screen. AS-Gate expresses change of the state
inside the workspace using colors and animation, and enables members to perform eﬀective
works and to facilitate communication. We implemented this system and evaluated eﬀects on
the group interaction.

たとえば，i-LAND は，壁，机，椅子などにコン

1. は じ め に

ピュータを組み込んだ実世界指向性の高いインタフェー
ス（roomware）を建物内に遍在させることで，人々

本研究は，協同作業空間の場におけるアウェアネス
情報の収集・伝達手法を取り扱う．

がコンピュータの存在を意識することなく，共同作業
を効率化することを可能としている2) ．

ネットワークに接続されたコンピュータやモバイル
端末を介して，購買，スケジュール管理，娯楽といっ

さらに，こうしたユビキタスネットワークを利用し

た様々なコミュニケーションが電子化されている．従

て，コミュニケーションを円滑に行うためには「状況

来のコンピューティング環境では，ユーザは能動的に

情報」へのアウェアネスが必要である．建物，家具，

コンピュータとインタラクションを行ってきた．しか

日用品に埋め込んだコンピュータ，ネットワーク，セ

し，ユビキタスコンピューティングの浸透により，コ

ンサを利用して人の状況を認識し，種々のアプリケー

ンピュータはユーザのいる物理的環境に埋め込まれ，

ションを提供する Aware Home プロジェクトは，そ

日常生活とシームレスに統合されつつある1) ．

の一環として，状況アウェアネスを備えた端末を利用
し，遠隔から家の中で行われている活動レベルを認識
することができる3) ．
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このようなアウェアネス支援はユビキタス社会の実
本論文の内容は 2004 年 11 月のグループウェアとネットワー
クサービスワークショップにて報告され，GN 研究会前主査によ
り情報処理学会論文誌への掲載が推薦された論文である．
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現要素の 1 つであり，これまで多くのものはユーザが
分散している環境を対象として研究されてきた．
これに対し我々は，物理的にユーザ間の距離が離れ
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を促進することができると考えられる．

3. 関 連 研 究

ていなくても，他のユーザが自分の不可視範囲に存在

本章では，アウェアネス情報の収集や接近ユーザへ

する場合ならば，アウェアネス情報を取得する価値が

の情報提供といった点で関連する研究について概観

あると考えた4) ．出入り口空間において，これから移

する．

動する空間の内部がどのような状況にあるかを認識す

3.1 Peripheral Display

現在までの空間内の状況推移を瞬時に把握することは

OutCast 5) は，情報を提示するディスプレイを別に
用意し，オフィスのサイドテーブルに置く Peripheral
Display による情報提供を発展させた研究である．個

不可能である．

人のブースの外側にモニタを設置し，プロフィールや

ることは難しい．また，仮に内部を覗くことができた
としても，その場の現況を認識することはできても，

そこで，本論文はユーザが空間内の状況を把握して

予定，居場所や研究のデモを表示し，所有者とのイン

スムーズに参加できるようにするため，内部の「雰囲

タラクションを可能にしたサービスである．OutCast

気」に関わるアウェアネス情報を収集し，外部空間に

は所有者のスケジュールなどの具体的な情報は提示さ

直感的に伝達する手法を検討する．

れるが，雰囲気情報とその推移といった情報について

以下，まず 2 章において本研究のゴールについて

は考慮されていない．

述べる．3 章では関連する研究を概観し，本研究の位

3.2 戸口通信システム

置づけを明確にする．4 章において，本研究が対象と

実空間における戸を介したコミュニケーションのモ

する空間と，その雰囲気を決定する要素について詳述

デルに基づいて支援を行う，戸口通信の研究がある6) ．

する．5 章で作業空間におけるアウェアネス情報の収

WWW における手書き伝言板を実装し，部屋の居住

集・提示方法のデザインを行い，その実装を 6 章で述

者とのチャット機能を提案している．戸口通信システ

べる．実施した評価実験の内容を 7 章で，その結果

ムも本研究と同じく出入り口の場において支援を行っ

を 8 章でそれぞれ説明したうえで，実験から明らか

ているが，実際には戸口のメタファを用いてすべて

になった事項の検討を 9 章において行う．10 章でま

WWW 上で実現している．
3.3 ワークリズムに基づくアウェアネスの提示

とめと今後の課題を述べて結びとする．

2. 本研究の目的
本研究は，作業空間の出入り口に接近したユーザが，
内部の状況およびその推移を認識できることを目的と

人が出勤して作業を行ったり，休憩や打ち合わせな
どで退席したりするといった行動パターンから規則性
を見い出すことによって，将来の行動を予測する試み
がある．この規則性をワークリズムと呼ぶ．

する．そのために，空間内外のセンサによってアウェ

コンピュータの使用や電子メールのやりとり，予定

アネス情報を収集・蓄積し，直感的表現を用いて出入

表などをもとに分散環境にあるグループの支援を目的

り口空間のユーザに提示する手法を検討する．

とした研究がある7) ．Begole らは，あわせてプライバ

我々は，不可視範囲の情報獲得および獲得情報の解

シの観点からワークリズムの提示手法を検討しており，

析の一部をコンピュータが担うことにより，ユーザの

ワークリズムを折れ線グラフを用いて提示するほかに，

意思決定とそれに続く行為実行を支援できると考えた．

色の濃淡やアクトグラムで表現するなどの試みをして

たとえば，遅刻して会議室に入る際，外部からは認識

いる8) ．

できない室内のアウェアネス情報を獲得できれば，自

一方，実空間においてカメラやセンサを用いたサー

分がこれまでに取得したことがある「情報」とそのと

ビスを提供する研究として，個人居室を対象とした訪

きの「状況」の相関から，内部の「雰囲気」を予測で

問者の支援システムがある．山越らは，大学の研究室

きる．そういった情報の解析結果から，遅刻者はドア

前に見られる所在表を電子化し，行動パターンの予測

を開けるタイミング，会議室に入ってからの第一声な

結果を入り口に設置したディスプレイに提示する手法

どの意思を無意識的に決定し，よりスムーズに会議に

を提案している9) ．プライバシに配慮した提示手法と

参加することができる．

して，言葉を用いた場合の「あいまいさ」の効果につ

このように，作業空間の出入り口に接近したユーザ
に対し，内部のアウェアネス情報を提供することで，
グループの作業効率化やコミュニケーションの活発化

いて検討している．
いずれも個人のワークリズムに基づいた行動予測に
焦点を当てているのに対し，本研究はグループにおけ
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る作業空間の雰囲気の推移を示すことによる，コミュ
ニケーションの活発化を目的としている．
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りする．
従来の「場の空気を読む」という行為は，作業空間

3.4 Optical Stain とセンサシステム
Optical Stain 10) は，実環境において人の存在や状
態といったアウェアネス情報を非同期にやりとりする

内に移動した後に周囲のアウェアネス情報を収集し，

ことを実現する．アウェアネス情報は実環境に直接提

階で，内部のセンサ群によって収集された過去から現

示され，発信場所や時間順序を直感的かつ瞬間的に読

在に至るアウェアネス情報の推移を提示することで，

み取れるよう設計されている．具体的には，掲示板環

ユーザが場のコンテキストを認識し，よりスムーズに

境において，最近の利用状況や掲示物の時間変化を，

協調作業に参加できるよう支援する．

環境に付加する光学的なシミや，掲示物の明るさ・色

場のコンテキストを推測することで無意識的に行われ
ている．本研究は，作業空間の出入り口に接近した段

4.2 雰囲気を決定する要素

の変化によって伝達する．システムは，人々の活動を

雰囲気は多元的情報から構成されており，人間は

取得するセンサであるカメラと，取得情報を提示情報

様々な感覚的情報をもとに場の雰囲気を判断している．

に変換する検算装置，出力装置であるプロジェクタで

我々は，ユーザに提示する情報を考えるにあたり，雰

構成されている．実際の環境に過去の状態を想起させ

囲気を決定する要素を以下のように分類した．

るアウェアネス情報を表示することで，環境の特徴へ

定量的要素 センサによって収集された数値情報がそ

の理解促進を狙いとしている．

Optical Stain は本研究と目的を同じくしているが，
掲示板環境で収集したアウェアネス情報を同一空間に
提示している．これに対し，本研究はアウェアネス情
報を収集する場が情報を提示する場（出入り口空間）
を介して別空間であるという点で異なっている．

4. AS-Gate の提案
本研究は，作業空間の出入り口に接近したユーザに

のまま「雰囲気」に結び付くもの
時間的要素 ある状況が継続する時間や，一度状況が
変わってから同じ状況に戻るまでの時間といった
時間的推移に影響されたりするもの
心理的要素 数値のみでは表せず，人間関係を考慮し
たり，ユーザ自身の解釈が必要とされるもの
「雰囲気」をより正確に，かつ直感的に伝達するた
めには，これらの定量的要素，心理的要素，時間的要
素を網羅するように情報を収集する必要がある．

対し，空間内部の「雰囲気」およびその推移を直感的

4.3 収集する情報

に提示するシステム AS-Gate（AtmoSpheric-Gate）

我々はすでに空間内部の動きおよび発話の活発さか

を提案する．AS-Gate は，ユーザが「雰囲気」を把

ら雰囲気を推測するため，活発度の算出手法に関する

握するために必要な空間内部のアウェアネス情報を収

検討を行った11) ．その結果，動きや発話の活発さと

集・蓄積し，出入り口に接近したユーザを検知すると，

いった要素のみでは「雰囲気」を十分伝達できないと

必要なアウェアネス情報にアクセスし，直感的な表現

いう課題が明らかになった．そこで，前節で示した時

を用いた雰囲気情報の提示を行う．

間的要素や心理的要素として，作業空間における動き

本章では，まず AS-Gate が対象とする空間を明確

や発話の経時変化，ならびに成員の属性などに着目し

にする．次に，
「雰囲気」を決定する要素について整理

た．AS-Gate においては，これらを雰囲気を決めるも

したうえで，AS-Gate が「雰囲気」を伝達するために

のとして考慮し，1 つの作業空間に関して以下の情報

収集する情報を示す．

を収集・提示する．

4.1 対象とする空間
本研究は対面同期環境における協調作業の支援を前

入退出履歴 室内で作業をする個々のメンバの入室お

提とし，会議室やオフィス，研究室といった作業空間

時までいた」という情報は時間的要素に含まれる

よび退室の履歴を管理する．
「だれが何時から何

を対象としている．これらの空間は他の空間から仕切

といえる．一方で，
「だれがいる/いた」という時

られることにより，ユーザが一定時間あるいは日常的

間の流れの中の 1 点に着目した情報に対しては，

にとどまり活動する，特定の活動目的を持つ作業空間

そのときの雰囲気を推測するうえで人間関係や各

として意味づけられる．このような空間においては，

ユーザの解釈が加わることとなり，心理的要素に

空間環境や滞在者の活動状況などから「場の空気」が

含まれるといえる．

醸し出される．そのため，訪れる者はまず「場の空気

会話の活発度 過去から現在にかけて室内で交わされ

を読む」ことによって雰囲気を察知し，協調作業に参

る会話や物音を検知し，その音量情報を収集・蓄

加したり，他者とコミュニケーションを図ろうとした

積する．時間的要素に含まれると同時に，音量情
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報はそのまま活発度として雰囲気に関与するので
定量的要素と考えられる．
各メンバとの空間共有度 室内のメンバと自分がどの
程度の時間を作業空間内で共有しているか，すな
わち各メンバが室内にいることがどれくらい自分
にとって「珍しい」または「日常的な」ことかを
「空間共有度」と定義した．空間共有度そのもの
は，作業空間における滞在時間の重複している割
合を計算することにより数値的に示すことのでき
る値であり，定量的要素といえる．一方で，空間
共有度の高い（一緒にいることが多い）人が在室

図 1 AS-Gate の全体構成
Fig. 1 System layout of AS-Gate.

しているか，低い（あまり顔を合わせることがな
い）人が在室しているのかによって，雰囲気に対

らなる．CollaboGate Server ではメンバ情報などを

する心理的影響があると考えられる．さらに，空

含むデータベースが管理されており，CollaboGate 上

間共有度は時間経過とともに更新される値であり，

の他のアプリケーションと共有することができる．以

時間的要素も備えている．

下，各部の設計について述べる．また，AS-Gate の全

メンバの属性情報 メンバを属性によってグループ分

体構成を図 1 に示す．

プなどがあげられる．短期的に変遷するパラメー

5.1 情報収集部分
AS-Gate では複数のセンサを用いて，ユーザと場の
状況に関する様々な情報を収集する．ここで用いるセ

タではなく半固定的な値であるが，在室メンバに

ンサは，室内のアウェアネス情報を収集するセンサ群

どのグループに属する人が多くいるかによって，

と出入り口空間に接近したユーザを識別するセンサの

心理的な影響を及ぼすと考えられる．
管理する．そして，作業空間の出入り口にユーザが接

2 つに分けられる．前者のセンサ群によって収集され
る情報とその収集方法は以下のとおりである．
会話の活発度 室内に設置されたマイクで作業空間内

近したことを検知すると，サーバからそのユーザに必

の音声の振幅値をモニタする．一定時間内にお

要な情報を取り出し，出入り口に設置されたディスプ

ける振幅の最大値を計測し，在室者が会話や物音

レイに提示する．

を生じるような作業を行っているかどうかを判断

けする．グループの性格や規模にもよるが，上司
や部下といった地位，学年，性別，所属研究グルー

AS-Gate はこれらの情報を収集し，サーバに蓄積・

5. AS-Gate の設計

する．
メンバの入退出履歴および属性 作業空間内に設置さ

本章では，今まで述べてきた要件をふまえて，アウェ

れた RFID リーダによって，在室者を識別する．

アネス情報の収集と蓄積・管理，およびユーザへの効

ユーザはタグをつねに携帯しているものとする．

果的な情報提示手法について検討する．

各メンバの属性情報はあらかじめ入力しておき，

AS-Gate のデザインの議論に先立ち，我々はすで

CollaboGate Server のデータベースで管理する．

に出入り口の特性をふまえたグループ支援環境である

必要に応じて属性情報を検索して取り出す．

CollaboGate を提案している12) ．出入り口空間は，オ
フィスや会議室といった従来の空間とは異なる特性を

各メンバとの空間共有度 空間共有度とは，
「室内のメ
ンバと自分がどのくらいの時間を作業空間内で共

持ち，そこで行われる行為は，伝言，立ち話，覗き見

有しているか」という割合であり，RFID リーダ

など短時間で済ませることのできる軽微なものが多い．

がタグの出入りのイベントを検知した際にその時

本研究では，出入り口に接近したユーザに内部の雰
囲気を伝達するシステムである AS-Gate を提供する
にあたり，出入り口空間に滞在・通過して行われる活
動を支援する環境 CollaboGate を用いた．

AS-Gate は，センサによる作業空間内外の情報収
集部分，集めた情報の蓄積・管理部分（CollaboGate

Server），出力インタフェースによる情報提示部分か

刻を CollaboGate Server に通知するとともに，
親密度の算出と更新を行う．
また，出入り口空間に接近したユーザを識別するた
めに，在室者の識別用とは別の RFID リーダを用意す
る．RFID のタグ ID を CollaboGate Server 中のメ
ンバ情報テーブルから検索し，メンバを特定する．
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5.2 情報蓄積・管理部分
CollaboGate Server で管理されるデータベースは
様々なデータテーブルを保持し，AS-Gate 以外の CollaboGate 上で提供されるアプリケーションからも利
用可能である．AS-Gate に関係するデータテーブル
を以下にあげる．
蓄積音声データテーブル 作業空間内の音声の振幅値
が蓄積されており，一定時間ごとに更新される．
メンバ情報テーブル メンバのタグ ID，名前，属性
情報が管理されている．
在室メンバテーブル 室内にいるメンバのタグ ID が
管理され，作業空間への出入りのイベントごとに
更新される．
入室・退室履歴テーブル 各メンバの入室時間および
退室時間の履歴を蓄積する．

図 2 AS-Gate を設置したドアの様子
Fig. 2 Appearance of the door with AS-Gate.

空間共有度テーブル 各メンバの作業空間内での累計
滞在時間と，他のメンバと共有している時間が管

ンバを検知する．出入り口に設置したリーダは半径約

理されており，出入りのイベントごとに更新され

B との空間共有度は，(ユーザ A とメンバ B が作

2 メートルを検出範囲となるように調節し，ユーザの
接近を検知する．
室内中央の天井に設置したマイクを用いて会話の活

業空間内で共有している時間)/(ユーザ A の作業

発度を計測した．作業空間内で発生した音声を 8 ビッ

空間内での累計滞在時間) で算出される．

ト量子化，サンプリングレート 8,000 Hz でキャプチャ

る．出入り口に接近したユーザ A と特定メンバ

5.3 情報提示部分
出入り口空間にユーザが接近したことを検知すると，
CollaboGate Server のデータベースから必要な情報

し，1 秒間の最大振幅値を隣接 5 秒間で平均して用

を検索し，ユーザに提示する．出力インタフェースに
はドアにはめ込んだ透過型スクリーンを採用し，空間

AS-Gate を設置したドアの様子を図 2 に示す．作
業空間の出入り口のドアに透過型スクリーンを設置し，

内部からプロジェクタで投影した．

室内からプロジェクタで投影することにより，接近す

AS-Gate では，ユーザが直感的に雰囲気を把握で

いた．

6.2 ユーザへの表示

るユーザに空間内部のアウェアネス情報を提示する．

きるように，メンバの入退出履歴，会話の活発度の推

AS-Gate の表示画面を図 3 に示す．3 次元空間内

移，各メンバとの空間共有度，ならびにメンバの属性

に横臥させた円柱を描き，メンバの写真を円周上に等

情報を 3 次元座標空間内にマッピングする．

間隔でマッピングしている．

6. AS-Gate の実装

奥行き方向に時間軸をとり，手前側の面を現在とし
て過去 5 時間前までの状況を提示した．最も手前に表

前章の設計に基づき，作業空間の出入り口に設置

示され，赤枠がつけられているのが現在在室中のメン

し接近するユーザを支援する AS-Gate システムを実

バである．退出しているメンバは，最終退出時刻に配

装した．実装には Java 言語（JDK Version 1.4 なら

置される．このため，メンバの写真のサイズは，退出

びに Java3D Version 1.3）を使用した．また，Col-

してから経過した時間に比例して小さく表示される．

laboGate Server で管理するデータベースの作成には

過去 5 時間に 1 度も室内に現れなかったメンバは，円

MySQL Version 4.0 を使用した．
6.1 セ ン サ
在室メンバおよび接近するユーザを認識するために，

柱の底面よりも奥にマッピングされる．各メンバの入

米国 RF Code 社の Spider Reader と Spider Tag を

静寂な時間帯ほど青く描くことで，室内の活発度の推

用いた．発信周期 0.2 秒のアクティブ型の RFID タグ

移を表現している．会話の活発度の推移を直感的に表

を用い，ユーザにタグを携行してもらう．作業空間内

現するために，本システムでは色の共感覚効果を利用

に設置したリーダは空間全域を検出範囲とし，在室メ

した13) ．人間が受け取る視覚情報のうち，特に色彩に

退出履歴は，円柱側面に赤線で投影される．
また，円柱の側面を，会話の活発な時間帯ほど赤く，
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図 3 AS-Gate の表示画面
Fig. 3 A screen image of AS-Gate.

関する情報は感性と深く関わっている．

タグを 2 週間携帯してもらい，継続して運用を行った．

時間経過の表現には，3 章で取り上げた戸口通信シ

なお，今回の実験においては，AS-Gate を設置した部

ステムも着目している14) ．これは，書かれてからの

屋にデスクを持たない 12 名の学生には RFID タグを

経過時間に基づいて，伝言板に書かれたメッセージそ

配布しなかった．

のものの彩度を調節して表示している．クライアント

この運用期間を利用して，AS-Gate における空間

側で指定することにより，彩度を相対的あるいは絶対

内部の状況情報の可視化手法および，AS-Gate 運用

的時間経過に基づいて変化させることを可能としてい

によるグループメンバのインタラクションや行動の変

る．一方，AS-Gate は色相を用いて過去の活動度の推

化を評価するために以下の 3 つの実験を行った．

移を可視化している．

7.1 可視化手法の比較

あるメンバが出入り口に接近すると，そのメンバの

これまで述べたように，AS-Gate では 3 次元の情

写真が中心に移動する．また，接近したメンバとの空

報提示手法を用いている．AS-Gate と共通の情報を 2

間共有度に基づいて，全員の写真が円柱の断面上を移

次元で表現したものを用意し，ユーザの状況把握の速

動する．円の中心近くにマッピングされているメンバ

さや正確さを比較した．

ほど，出入り口で表示を見ているユーザにとって空間

研究室の学生 16 名に，室内の状況やメンバに関す

共有度が高いメンバであることを示している．逆に中

る質問をし，ディスプレイに映し出される 2 次元また

心から遠く，側面近くにマッピングされているメンバ

は 3 次元の表現を見たうえで回答してもらった．その

は，空間共有度が低く室内で会うことが珍しいという

際，表示を見てから回答にかかった時間と，回答の正

ことを表している．図 3 の表示画面上に点線と矢印を

誤を記録した．被験者への質問内容を表 1 ，2 次元表

加筆して，中心のメンバとの空間共有度に基づいた配

現の画面を図 4 にそれぞれ示す．

最後に，円柱の断面を扇形に分割している板は，メ

7.2 AS-Gate によるインタラクションの変化
AS-Gate がグループメンバ間のインタラクション

ンバの属性情報の仕切りを示している．本実装におい

にもたらす影響を調べるため，AS-Gate 設置時と非

ては所属する研究グループを属性情報として用いた．

設置時それぞれにおいて，のべ 12 時間ずつ入室直後

置距離を示している．

7. 評 価 実 験
AS-Gate の評価実験を行うにあたり，本システムを

の発話の有無と内容を記録した．そして，発話の内容
を図 5 に示す分類 1〜9 に大別した．

7.3 出入り口空間における行動の観察

筆者らの所属する研究室の一居室に設置し，その部屋

出入り口空間にカメラを設置し，AS-Gate 設置時と

にデスクを持つ 20 名の学生と指導教員 2 名に RFID

非設置時における人々の入退室や通過の様子を各 4 時
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表 2 回答時間と正答率
Table 2 Response times and percentages of correct answers.

設問
問 1
問 2
問 3
問 4
問 5
問 6
問 7
問 8
問 9
問 10

入退出履歴

必要とする情報
会話
空間
活発度
共有度

メンバ
属性

○（現在）
○（過去）
○（現在）
○
○
○
○
○
○

○
○
○
○

○

○
○
○

3 次元表現
回答時間
正答率
[sec]
10.2
100.0%
15.6
100.0%
10.7
81.3%
9.8
75.0%
10.7
100.0%
10.4
93.8%
14.2
100.0%
13.8
93.8%
10.9
100.0%
73.4
43.8%

2 次元表現
回答時間
正答率
[sec]
17.7
100.0%
14.2
93.8%
16.8
100.0%
14.9
87.5%
20.8
100.0%
13.5
100.0%
36.7
62.5%
13.6
87.5%
17.3
100.0%
72.7
68.8%

表 1 被験者に対する質問の内訳
Table 1 List of the questionnaire.
設問
問 1

問 8

質問内容
あるメンバが現在在室しているかを問う
あるメンバが過去 5 時間の間に
研究室を訪れたかを問う
あるメンバが研究室にいた時間帯を問う
研究室内の会話が最も活発（静か）だった
時間帯を問う
研究室内で最も顔を合わせる機会が多い
（少ない）メンバを問う
研究室内の会話が最も活発（静か）だった
時間帯に在室していたメンバを問う
在室中のメンバのうち最も顔を合わせる
機会の多い（少ない）メンバを問う
ある時間帯に最も多くのメンバが在室し
ていた研究グループを問う

問 9

最も空間共有度の高い研究グループを問う

問 10

表示内容を手がかりにして 4 つの状況を
時系列順に並べ替える

問 2
問 3
問 4
問 5
問 6
問 7

必要とする情報
入退出履歴
入退出履歴
入退出履歴
会話の活発度
空間共有度
入退出履歴
入退出履歴
空間共有度
入退出履歴
メンバ属性
空間共有度
メンバ属性

図 5 発話内容のクラスタリング
Fig. 5 List of classified conversations.

すべて

した．

8. 実 験 結 果
8.1 2 次元表現との比較結果
7.1 節の実験においては，順序による影響を避ける
ために，先に 2 次元表現を用いて質問に答えるグルー
プと，3 次元表現から始めるグループとに分けて行っ
た．また問題の出題パターンも 4 通り用意した．表 2
は，実験から得られた各質問に対する被験者の回答時
間と正答率の平均データである．

8.2 入室後の発話のクラスタリング
7.2 節の実験において，入室直後の会話の有無のみ
図 4 2 次元表現による提示
Fig. 4 Awareness information in two dimensional
expression.

に着目すると，のべ 12 時間の間で発生した入室イベ
ント中，会話が行われたのは，AS-Gate 非設置時に
おいて 50.0%，設置時において 67.2%という結果に
なった．

間ずつ録画した．ビデオの映像をもとに，AS-Gate 設
置による出入り口空間での入室者の滞在時間の変化，
入室者が AS-Gate の表示を見ているかどうか，RFID
タグを持っている学生と持っていない学生，指導教員，
他の研究室の学生など，属性による挙動の違いを分析

また，図 5 の分類 1〜9 に基づいて，発話内容をク
ラスタリングした結果を表 3 に示す．

8.3 出入り口空間における行動の観察結果
7.3 節の実験で，AS-Gate 設置前と設置後の出入り
口空間における入室者の滞在時間を測定した．結果を
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表 3 発話内容の分類結果
Table 3 List of classified conversations.

分類 1

用件の
有無
あり

分類 2

あり

分類 3

あり

分類 4

あり

分類 5

あり

分類
分類
分類
分類

6
7
8
9

なし
なし
なし

発話対象
だれでもよい
特定の人（在室）
在室確認あり
特定の人（在室）
在室確認なし
特定の人（不在）
在室確認あり
特定の人（不在）
在室確認なし
独り言
だれかに話しかける
複数人の会話に参加
（発話なし）

Apr. 2006

バを問うもの」で 2 次元表示との差が顕著に現れた．

AS-Gate
なし
6.7%

AS-Gate
あり
5.9%

13.3%

0.0%

3.3%

15.7%

3.3%

2.0%

0.0%

2.0%

13.3%
13.3%
13.3%
13.3%

3.9%
3.9%
3.9%
3.9%

また，複数の情報を必要とする質問においては，特
に 7 番と 9 番のように空間共有度を含む情報の組合せ
の際に，3 次元表示の方が 2 次元表示より短い時間で
回答できている．7 番の入退出履歴と空間共有度を組
み合せた質問に対しては，3 次元表示によって，回答
時間が 2 次元表示の 1/2 以下に短縮されている．
一方で，正答率を比較すると，3 次元表現では，10
題中 6 題で正答率 100%または 2 次元表示より高い正
答率を記録しているが，3，4，6，10 番では 2 次元表
現よりも正答率が低い．これらに共通しているのは，
入退出履歴の情報を用いて過去の状況を参照する必要
があるという点であり，そういった場合，3 次元表示で

表 4 入室者の滞在時間
Table 4 Staying time of visitors.

滞在時間

AS-Gate 設置前
2.33[sec]

は奥行き方向の情報を正確に読み取りにくいといえる．

AS-Gate 設置後
7.35[sec]

これらから，3 次元表現は 2 次元表現と比べ正確性
の面では劣る部分があるが，短時間で直感的に状況情
報を伝えることができるため，人が空間から空間へ移

表 5 出入り口空間において AS-Gate の表示を見た割合
Table 5 Percentage of visitors who glance AS-Gate.
指導教員
見た
見なかった

76.2%
（16 回）
23.8%
（5 回）

研究室の学生
（タグあり）
69.7%
（23 回）
30.3%
（10 回）

研究室の学生
（タグなし）
68.4%
（13 回）
31.6%
（6 回）

その他

40.0%
（76 回）
60.0%
（114 回）

動するという出入り口の特性を考えると，2 次元表示
よりも今回採用した 3 次元表示の方が適しているとい
える．

9.2 インタラクションの変化について
8.2 節の実験結果から得られた表 3 より，インタラ
クションの変化について考察する．AS-Gate 設置前は，
用件があって入室した際，その場に相手が在室してい

表 4 に示す．

ても「西川さんはいますか？」というように在室確認

また，AS-Gate 設置時に，入室者が AS-Gate の表示

を行うケースが 1 割強だったのに対し，設置後はその

を見ているかどうかに着目したところ，
「立ち止まって

ような行動は見られなかった．代わりに，AS-Gate 設

「ノブに手をかけつつ表示
表示を見ていた」が 34.2%，

置前にほとんど見られなかった，在室確認なしに直接

「見ていなかった」が 31.6%で
を見ていた」が 34.2%，

第一声で用件を述べるケースが 1.5 割となった．ここ

あった．

から用件伝達の効率が上がったことがいえるが，これ

さらに，AS-Gate 設置後に出入り口空間に滞在ま

は「現在の在室状況」のみが分かればいいので，既存

たは通過する人々を指導教員，RFID タグを所持して

のコルクボードやマグネットなどを用いた所在表9) で

いる研究室の学生，RFID タグを所持していない研究

も同様の機能を実現できる．

室の学生，その他（他研究室の学生など）の 4 つの属

一方，用件がなく入室した場合には，AS-Gate 設置

性に分け，それぞれについて AS-Gate の表示を見た

後は設置前に比べて，独り言が減り，だれかに話しか

割合を算出した．結果は表 5 のとおりである．

ける，あるいは複数人の会話に参加するケースが増え

9. 考

察

9.1 可視化手法について

ている．これは入室後の会話の対象に変化が見られた
ことを意味するが，AS-Gate の影響によるものとは
断言できない．

8.1 節に示した，AS-Gate で採用した 3 次元表示と
評価実験用に作成した 2 次元表示を比較した．被験者
の回答時間に着目すると，表 1 の 10 題中 7 題におい

考察が得られていないが，会話ログの個々に注目する

て 3 次元表示の方が短時間で回答できている．

会話活発度に関する会話が含まれていることが分かっ

以上のように，この実験のデータからはまとまった
と，AS-Gate が表示する過去の履歴や，空間共有度，

表 1 の質問のうち，単体の情報のみを必要とする質

た．インタラクションの変化は，さらに運用を継続す

問においては，特に 1 番の「現在の在室/不在メンバ

ることでより明確になると考えており，スムーズな作

を問うもの」，5 番の「空間共有度の高い（低い）メン

業空間への出入りやコミュニケーションの活発化の促
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進につながると考えられる．

AS-Gate による効果と断定できないものの，実験期間

9.3 出入り口空間における行動の変化について

中 AS-Gate が会話のきっかけとなったり，独り言が

出入り口空間の通過の際に，ユーザがどの程度提示

減ったりといった場面が見られた．今後の継続的な運

情報に注目し，どのくらいの時間を割くのかを本実験

用による検証とあわせて，AS-Gate の設置を通じて

によって検証した．

「出入り」という従来の行為の中に「提示情報を見る」

表 4 より，AS-Gate 設置後は設置前に比べて，入

という行為をもっと自然に埋め込むためには，ユーザ

室にかかる時間が約 5 秒長くなっており，この 5 秒と

の属性やコンテキストに応じたフィルタリング・カス

いう数値はユーザが「ドアを開けて部屋に入る」とい

タマイズ可能な情報提示が求められると考える．

う行為の中で AS-Gate に割くことができる許容範囲
の平均といえる．

本論文では単一の作業空間を対象としたが，作業空
間が複数存在することが一般的であるため，複数の空

しかしながら，5 秒では表 2 にある行為を完了でき

間における空間共有度算出手法についても今後の議論

ないため，表 3 の設置後の行動結果から，所用のあ

が必要である．また，AS-Gate はタグを持ったグルー

る特定の人物が在室しているかどうかを読み取るのに

プのメンバを対象としたアプリケーションであるが，

用いていると考えられる．被験者へのヒアリングの結

タグを持っていない人の注意を引きつけた場合の提示

果から，入室時には赤の枠がついていて最も手前側に

内容についても今後検討していく．また，副次的な効

映ったメンバの写真群の中に，目的とする人がいるか

果としての使用方法が考えられる一方，収拾した情報

どうかを確認するといった行為が行われていることが

に関する在室者のプライバシや，防犯上の問題にも配

明らかになった．

慮する必要がある．

しかし一方で，表 4 の数値は「立ち止まって表示

謝辞 本研究の一部は，21 世紀 COE プログラム研

を見ていた人」「ノブに手をかけつつ表示を見ていた

究拠点形成費補助金のもとに行われた．ここに記して

人」「見ていなかった人」の平均である．その内訳は

謝意を表す．

8.3 節で述べたとおりであり，
「見ていなかった人」が
約 3 割にも及んでいる．ユーザが AS-Gate の表示を
見るかどうか，あるいはどのような情報を提供すれば
表示を見るかは，表 5 のようにユーザの属性によって
変化する．また，出入り口空間に近づくタイミングが
出勤時か，昼食から戻った後か，それとも数分間部屋
を離れた後かによっても変わると考えられる．
「見てい
なかった人」の割合を減らし，AS-Gate のシステムと
しての効果を高めるには，接近ユーザの属性やコンテ
キストを検知して，動的に表示情報や提示手法を変え
る必要があると考えられる．

10. お わ り に
本研究は，出入り口空間に接近したユーザが，作業
空間内の雰囲気およびその推移を把握できることを目
的とした．センサを用いて作業空間内の発話の活発度，
在室メンバの属性および空間共有度，在室/不在の履
歴などの情報を収集し，出入り口空間にユーザが接近
したことを検知すると空間内部の雰囲気を 3 次元表現
を用いてユーザに提示するアプリケーション AS-Gate
（AtmoSpheric-Gate）を実装した．
評価実験の結果，AS-Gate の情報提示手法は従来手
法と比較して，短時間で直感的に状況情報を伝達でき
ることが示された．また，AS-Gate 設置によるインタ
ラクションの変化については，本論文の実験結果から
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薦 文

本研究は，共同作業空間内の状況情報を入室前のメ
ンバに提示することで，入室時の「場のコンテキスト
を察知する」行為を支援することを目的としている．
共同作業空間と公共空間を結合する「出入り口」に
埋め込まれた透過型ディスプレイを情報の出力インタ
フェースとし，入室行為を妨げない直感的な情報提示
手法を検討している点が特徴である．提案システムの
継続運用と多側面からの評価実験を行うことでその有

用性を示しており，グループのインタラクションや作
業効率に変化が見られることを示唆している．実空間
環境における非同期のグループ支援に関して，新たな
知見をもたらすものと考える．本論文では，これらの
システムの開発と利用実験について述べており，その
有効性を示している．読者にとって有益な知見を与え
る研究成果を得ており，ここに推薦するものである．
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