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はじめに

ダー画面の構成を図 1 に示す．

これまで，共同作業や協調作業を支援する研究とし
て，共同で配色作業を行うシステム [1] の開発や，図画
工作のグループ創作を行うシステム [2] などの開発が行
われている．これらのシステムでは，お互いの考えを
配色情報や会話で交換し，一つの作品を共同作業や協
調作業で作成する．しかし，先行研究では個人が持つ
抽象的な考えを共有しながら作品を作ることは対象と
されておらず，一人の考えで非合理的な決定にいたる
可能性がある．また，積極的な貢献をしないまま集団
の成果にただ乗りするフリーライドの問題 [3] もある．
そこで，本研究では抽象的な考えをイメージと定義し，
イメージを具体化しその共有を行える協調作業の場を

図 1: 提案システムの画面構成

提供することで，児童人一人の共有度合いを高めるこ
とを目的としている．イメージの共有が行われること

3 イメージの共有検証実験

で，集団の意思が反映された意思決定を行え，積極的
に協調作業を行えると考えられる．今回は，絵を用い

3.1

評価指標

てイメージの共有を行う絵本作成システムの提案とイ

個人で絵本を作成するシステムである従来システム

メージの共有を行えているか検証する実験を行った．

提案システムを用いて，用意された物語に沿って絵を
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作成する実験を行った．評価指標として，下記の 3 つを

協調作業可能な絵本作成システム

提案する．評価指標 (1) では，ページ作成効率の評価を

提案するシステムは，一つのサーバーに対して複数

行う．評価指標 (1) が高い値を示すと，効率よくページ

のクライアントが接続し，通信を行う．クライアント

の作成を行えており，イメージの共有が行われている

側では参加者画面が表示され，パーツと呼ばれるイラ

かを判断する参考指標になる．評価指標 (2) では，個人

ストを個人空間に配置し，ページの作成を行う．パーツ

が配置したパーツの割合を見ることにより，どの程度

の配置を行うことで，物語から連想されるイメージを

ページ作成に関わっているか評価を行う．評価指標 (3)

具体化し，共有空間でイメージの共有を行うことが可

は，集団の意思が均等に反映された際の理想的なペー

能になる．また，参加者画面に個人空間を設けること

ジ作成貢献率である．評価指標 (2) と比較することに

で，他の参加者が置いたパーツと相互に参照吟味でき

より，特定の個人の意思が反映されているのか，集団

る環境を実現している．相互に参照吟味できることで，

の意思が反映されているのか評価を行う．

様々な気付きをもたらす．さらに，作業参加の敷居を
低くすることを目的とし，個人空間に配置したパーツ
が即座に共有空間に反映される設計にした．サーバー
側では，フリーライドの防止を目的としたリーダー画
面を設けた．リーダー画面では，ストーリーの入力と
背景の変更，ページの移動を行う．参加者画面とリー

ページの総パーツ数
(1)
ページの作成時間
個人がページに配置したパーツ数
(2)
ページ作成貢献率 =
ページの総パーツ数
1
理想ページ作成貢献率 =
(3)
被験者人数

単位時間当たりのパーツ配置数 =
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実験方法

従来システムを用いた実験では，5 人の学生を被験
者とし，1 人をリーダー，4 人を被験者 A〜D とし実験
を行った．リーダーのみがペタの操作を行い，被験者
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は，被験者間で話し合いながら置きたいパーツとその
位置をリーダーに指示し，作成を行う．
提案システムを用いた実験では，4 人の学生を被験
者とし，1 人をリーダー，3 人を被験者 E〜F とし実験
を行った．どちらの実験でもリーダーは，話し合いに
参加せず，ページの移動と背景の選択，ストーリの送
信のみ行うという制約を設けた．

3.3

結果と考察

実験結果を図 2，表 1，表 2 に示す．図 2 の (a) では，
物語に登場する名詞を抽出し，その名詞に対応するパー

図 2: 作成されたページ

ツの配置のみを行っていることが確認された．(b) は物
語から感じ取られた情景も具体化されており，従来シ
ステムよりも高度なイメージの共有を行えたと考える．
表 1 より，提案システムを用いた際の単位時間あたりに

4 おわりに

配置されるパーツの個数は従来システムより多く，提

本稿では，イメージの共有を行える協調作業の場を

案システムでは効率よくページの作成を行えることが

提供し，使用者の共有度を高めるシステムの提案を行

わかった．ページの作成効率が向上した理由として，イ

なった．このシステムを用いて，従来の絵本作成システ

メージの共有が促進され，従来システムより高度な協

ムであるペタと提案システムの比較実験を行った．そ

調作業を行えたからだと考える．

の結果，提案システムでは効率的にページの作成を行

表 2 に示す評価指標 (3) の理想的なページ作成効率は

えていた．また，被験者全体で均等にページの作成を

3 人で 33 ％であり，4 人で 25 ％である．表 2 より読み

行えたことで，フリーライドの防止と「集団の意思が

取られる被験者の各々の平均貢献率と理想的なページ

反映された意思決定」，イメージの共有化が図られる

作成貢献率との差は，従来システムで 10 ％程度の差が

ことが示唆された．今後の課題としては，絵本以外の

あり，提案システムでは 4 ％程度の差にとどまった．提

作品の作成や会議システムとして使用できるように改

案システムでは理想的なページ作成貢献率に近く，被

良し，イメージの共有を行えているか定量的に調査す

験者が均等に参加しており，従来システムよりフリー

ることが挙げられる．

ライドを防止できることが確認された．また，均等に
参加を行えているので，提案システムの方が「集団の
意思が反映された意思決定」を行えたと考える．
これらのことから，提案システムを用いることで，被
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表 1: 従来システムと提案システムの比較
ページ
番号
1
2
3
4

作成時間
従来
提案
9”13
9”30
7”00
5”34
6”39
9”33
8”18
8”40

配置パーツ数 [個/分]
従来
提案
0.43
2.30
0.86
7.19
1.05
1.99
0.96
2.70

平均値

7”47

0.83

8”19

2010.
[3] ” 社会心理学辞典，” 日本心理学会，pp.335，2009.

3.55

表 2: 被験者の平均貢献率と理想ページ作成貢献率
被験者
平均貢献率 [％]
理想値 [％]
理想と平均の差 [％]

従来システム
B
C
D
35
16
14
25
+10 +10
-9
-11

A
35

提案システム
E
F
G
35
28
37
33
+3
-5
+4
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