情報処理学会論文誌

デジタルコンテンツ

Vol.3 No.2 1–9 (Aug. 2015)

研究論文
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概要：顧客が店頭で商品説明を受けながら意思決定をするなど，店員が対面で顧客の対応をする場面では，
店員が顧客の関心を上手に把握し意思決定を支援することが求められる．しかし，複数人で来店した顧客
の場合に，すべての顧客に注意を配って彼らの関心や意思を把握し，うまくまとめてゆくのは容易ではな
い．本研究では，このような例として旅行窓口を題材に，関心度把握を支援するシステムを提案する．本
システムは，テーブルトップインタフェースで顧客に旅行情報を提供し，旅程案の作成ができる．このと
き，顧客の「視線方向」と「タッチ」を検出して，顧客が何に対してどの程度興味を持っているかを関心度
として数値化し，店員に提示する．複数人からなる顧客それぞれの関心度だけでなく，共通の関心度も抽
出する．このシステムを用いることで，店員は顧客の関心を容易に把握し，顧客にとって最適な情報を提
供・案内することができる．
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Abstract: When a salesperson attends the customer in person, the salesperson would like to grasp the customer’s interest well and support her decision making. However in the case that multiple customers should
be attended as a group, it is not always easy for a salesperson to attend, grasp all their interests, and treat
them tactfully. This paper proposes a system to support the salesperson in such a situation at a travel agency
desk as an example. The proposed system has a touch panel on the surface that provides travel information
and allows making travel plan. It detects the information items the customers look at and touch, and shows
numerical summary of their interests to the salesperson. This system detects the individual interest of each
customer as well as the common interest of customers. When the salesperson can provide the best information and guide the customers smoothly with this system, planning their itinerary would become easier. We
aim to simplify the process necessary at the travel agency desk by using this system.
Keywords: collaborative work, tabletop interface, travel agency desk, detection of line-of-sight
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窓口受付は店員と顧客によって構成されており，店員が
対面で顧客の相談に対応する場面では，進行役となる店員
が顧客の要望や意思を把握する必要がある．しかし，複数
人で来店した顧客の場合，すべての顧客に注意を配って彼
らの関心や意思を把握して，話をまとめるのは困難である．
本研究では，窓口受付において店員 1 人に対して複数人か
らなる顧客を想定し，店員が顧客の関心度を把握すること
を支援するシステムを提案する．本システムは旅行窓口を
対象として構築した．旅行窓口は顧客のための旅程案決定
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支援を目的とする場であり，本研究で想定する窓口相談の

を顧客に提供することが可能である．そのため，顧客の旅

場面として適している．本システムは，顧客が関心を示す

行経験が乏しい場合，あるいは目的地に訪問したことがな

動作を検出し，何に対してどの程度興味を持っているかを

い場合などに適している旅行計画の手段である．業務とし

関心度として数値化したものを店員に通知する形式であ

ては，顧客が店員に要望を伝え，店員がその要望から顧客

る．また，複数人からなる顧客それぞれの関心だけではな

の関心を推測し，パンフレットやネットなどを用いて顧客

く，共通の関心も検出する．顧客の関心を示す動作は「視

に合った情報を提示することで，旅行計画を明確化すると

線」と「タッチ」に注目した．店員に対して顧客の関心度

いう流れで行われる．

把握を支援することで，店員は顧客にスムーズに情報の提

3. 関連研究

供・案内をすることができると考えられる．
本稿の構成は本章以降，2 章では背景について述べ，3 章

窓口受付のような店員と顧客の対面環境下に焦点を当

では関連研究について説明する．4 章では顧客の関心度を

てた研究はこれまで数多く報告されている．Inbar らは，

利用した旅行窓口支援システムの提案，5 章で提案システ

顧客・店員それぞれに対応したディスプレイを配置する

ムの実装，6 章で評価実験を述べ，最後に 7 章で結論を述

ことで窓口業務を円滑化するシステムを提案している [3]．

べて結びとする．

Gehring らは店員と顧客がショーケースを挟んで向かい合

2. 背景

う状況下において，コミュニケーションを円滑にするた

2.1 窓口受付における関心把握の重要性

Ohtake らは経験が浅い店員を対象として対面販売におけ

めに顧客の動作を認識するシステムを提案している [4]．

窓口受付が設置される目的は，官庁・郵便局・銀行・駅

る会話を支援するシステムを提案している [5]．このシス

などで外来者に最初に応対するため，あるいは顧客の要件

テムは店員が顧客の関心を把握しにくい状況として，店員

を相談で解消するためである．特に後者の窓口相談は，結

経験が浅い場合は想定しているが，顧客が複数人で来店し

婚に関する相談・郵便に関する相談などが相当する．この

た場合は想定していない．

ような要件をネット上で解消することが可能となっている

2.1 節で述べたように，人は対象物に関心を持った場合，

現代においても，窓口受付は実際に人と対面して解決する

その関心は人の動作に反映される．人間の動作と関心を関

ことができるため重宝されている．

連付けた研究はこれまで数多く存在している．Miyahara

窓口相談の業務では，顧客からの様々な要求に対して適

らは，表情のタグ分けを利用して映像コンテンツに対する

切に対応することが求められる．それに必要な作業とし

関心を調査する研究を行っている [6]．また同様な研究で，

て，以下の 2 つがあげられる [1]．

リアルタイムにユーザの関心を測定するために，ユーザの

• 顧客の要件・関心を適切に把握

目の動き・まばたき・頭部の動き・表情の変化を解析する

• 顧客の要望に合った情報提供

ことで，ユーザの関心をスコア化するシステムが報告され

顧客の要件や関心を理解していなければ，窓口相談の店

ている [7]．このように人は関心を示す際，顔面に変化が起

員は顧客に合った情報を提供することは困難である．店員

きやすいと考えられている．ただその中でも，視線は認知

はコミュニケーションによって顧客の要件や関心を把握す

や知覚タスクで非常に重要な機能的役割を果たしていると

ることが一般的であるが，関心については顧客の動作から

いわれている [8]．Takahashi らは，テレビの視聴者の視線

得られる場合もある．人は提示された情報に対して関心を

を分析して，テレビを注視しているか否かでテレビ番組に

示す際，視線や声などの動作に変化が表れる [2]．つまり店

対する実際の視聴者の注目度合いを推定するシステムを提

員は，対話と行動の観察をすることで顧客の要件や関心を

案している [9]．これらを考慮すると，視線は人間が関心を

理解するのである．

示す行動の代表的な動作の 1 つといえる．

しかし，店員の経験が浅い場合，顧客の要件を聞き出す

また，視線以外にも関心を示す動作としてタッチがあげ

対話技術あるいは顧客の行動観察から関心を導き出す発想

られる．Wilson らは卓上におけるタッチをカメラで認識

力が乏しい恐れがある．また，複数人で顧客が来店した場

するシステムを提案している [10]．加えて，指の接触面を

合は，顧客同士で意見にばらつきがあって話がまとまりに

考慮したタッチ入力の正確さを高くするインタフェースの

くい恐れがある．これらのケースでは，店員は顧客の要件

設計に関する研究 [11] が報告されている．これらの論文で

や関心を理解することが困難である．

は，タッチは関心を示す動作として考えられている．よっ
て，人間が関心を示す対象物がタッチスクリーン上の場合，

2.2 旅行窓口

タッチは関心を示す行動として重要な役割を担うといえる．

旅行窓口受付は，窓口相談の中で代表的なものであり，

旅程案決定の支援については，Savir らがマニュアルに基

旅行計画を立てる手段の 1 つである．旅行窓口受付では，

づいてユーザの希望や好みを自動的に収集することで旅程

事前に用意してある数多くの旅行情報の中から最適な情報

表を作成するシステムを提案している [12]．また，2000 万
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のジオタグ付き写真を活用することでユーザの好みに応じ
て人気のルートを推奨するシステムが報告されている [13]．

Soo らは勧告と交渉のダイアログを用いることでソフト
ウェア上に旅行代理店の設計を行った [14]．このように旅
行計画を立てるシステムは数多く存在するが，旅行窓口受
付を支援する研究はあまり見受けられない．

4. 提案
窓口受付は店員と顧客によって構成されており，進行役
となる店員は顧客の要望や意思を把握する必要がある．し
かし，複数人で来店した顧客の場合，あるいは店員の経験
図 1

が浅い場合，顧客の関心や意思を把握することは困難であ

システム構成

Fig. 1 System configuration.

る．3 章で述べたように，従来の研究では経験が浅い店員
を支援するシステムはあるが，複数人からなる顧客を想定
した研究はほとんどない．複数人からなる顧客の場合，注

続きなどを行うために PC が配置されている．そこで本シ

視が分散するためすべての顧客に注意を配り彼らの関心や

ステムでは通常の形式に加え，テーブル部分に TI を配置

意思を把握するのは容易ではない．複数人からなる顧客に

し，顧客の視線方向を認識するために深度センサ付きカメ

対応した情報提供・案内を行って，うまくまとめていくの

ラを配置した（図 1）．

はなおさら困難である．

TI は複数人の接触を同時に認識可能な MERL の Dia-

そこで本研究では，旅行窓口を題材として，店員 1 人に

mondTouch [15] を利用した．DiamondTouch はユーザが

対して複数人からなる顧客を想定し，店員が顧客の関心度

微弱な電流が流れるシートの敷かれた椅子に座ってタッ

を把握することを支援するシステムを提案する．本システ

チ操作することで，その場所に配置された電極・ユーザの

ムでは顧客に旅行情報を提示し，旅程案の作成を行う．こ

身体・シート間の静電容量結合により電流が通り，ユーザ

の作業の中で複数人からなる顧客の関心を示す動作を検出

識別と接触位置を特定できる仕組みとなっている．深度セ

し，顧客が何に対してどの程度興味を持っているかを関心

ンサ付きカメラには Kinect を用いた．Kinect を利用して

度として数値化する．検出する顧客の関心を示す動作とし

ユーザの視線方向の推定を行う．

て「視線」と「タッチ」に注目した．3 章より，
「視線」の

複数人からなる顧客は 2 人と想定し，TI 画面は店員用

変化は人の関心を示す動作の代表的な行動の 1 つである．

PC で制御を行う．そのため，TI 画面と店員用 PC 画面

また本システムではタッチスクリーンであるテーブルトッ

はともに Java JDK 1.7 を利用して実装している．これに

プインタフェース（TI）を用いて顧客に情報を提示するた

よって，図 1 の客 1・客 2・店員それぞれが同時に操作を

め，顧客の「タッチ」動作は関心を示す行動の中で重要な

することが可能な作業環境を構築する．

役割を持つ．よってこれら 2 種類の動作に焦点を当て，
「視
線」はカメラで顧客の顔を認識することで，
「タッチ」は

5.2 実装機能

ユーザ識別可能な TI を用いることで検出する．

5.2.1 TI による情報提示

検出する関心は複数人からなる顧客それぞれの関心だけ

店員は TI を用いて顧客に旅行情報を提示する．TI の画

ではなく，共通の関心も検出する．この検出した顧客の関

面構成は，視覚的に分かりやすいよう地図表示形式をとっ

心度をリアルタイムで店員に通知する．これにより，店員

た．今回は地域をヨーロッパのみに限定して実装を行っ

は顧客の関心を容易に把握することができ，顧客のニーズ

た．初期画面ではヨーロッパの全体図が表示される．地図

に合った情報を提供しやすくなる．共通の関心を提示する

にタッチすると地図が操作しやすいスケールに拡大され，

ことで，顧客同士の意思決定を効率良く行うことができる．

都市とそれに付随する写真，都市間の移動を示す矢印が

その結果，旅行窓口の目的である顧客の旅程案の決定をス

表示される．地図の表示部分はドラッグで操作できる．ま

ムーズに行うことができる．

た，画面の左下にボタンを 4 つ配置しており，詳細は以下

5. 実装

のとおりである．

5.1 システム構成
旅行窓口受付の形式は通常，テーブルを介して顧客と店

• FIRST SCREEN：初期画面に戻る
• PHOTO SHUFFLE：各都市の写真をランダムで変更
• ALL DAY PLAN：全体旅程表画面の表示・非表示

員が相対し，テーブル上でパンフレットなどを用いて旅行

• DAILY PLAN：日程別旅程表画面の表示・非表示

プランを相談する．また，店員側にはプラン検索や予約手

写真をタッチすると，図 2 のように写真詳細パネルが表

c 2015 Information Processing Society of Japan
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表 1 写真に付与した 12 種類のタグ

Table 1 Tag list of photos (12 types).
Townscape

Food

Sweets

Building

Event

Religion

Fashion

Activity

Resort

Nature

Art

Famous

表 2

予備実験結果（回数は平均値）

Table 2 Result of preliminary experiment.

図 2

TI 画面

Fig. 2 The screen on the TI.

項目

関心度

視線回数

タッチ回数

A

1

1.00

1.00

B

2

1.00

2.67

C

3

1.33

4.00

心を持った” と定め，チラ見を考慮して 3 秒以上同じ写真
を見続けた場合に関心を持ったと見なす．
「タッチ」では，

“顧客が写真に触れた = 関心を持った” と定める．
顧客が見たり触ったりする写真の付与情報を用いて関心
度を数値化する．写真の付与情報は，その写真が関わりの
ある都市名と，写真の内容を示すタグである．タグは表 1
に示す 12 種類を設定した．
このように写真を媒介として，顧客の関心がある都市と
タグを得る．これらのそれぞれについて，
「視線」と「タッ
チ」行動に重み付けをした．次の式で定義した関心度を求
図 3

Kinect による顔認識の様子

Fig. 3 Face tracking by Kinect.

示される．これは 2 人の顧客それぞれの座っている向きに

める．
（関心度）=（視線回数）×（視線の重み）

+（タッチ回数）×（タッチの重み）

対応して表示される．矢印にタッチすると，図 2 のように

「視線」と「タッチ」の重み比率を設定するために予備実

都市間の移動に関する電車情報が記載されている交通詳細

験を行った．あらかじめ画面上の選択項目（A，B，C）と

パネルが表示される．写真詳細パネル同様，ユーザ別の表

それらの関心度の重み比率を次のように定めた．

示形式が用意されている．それぞれのパネルはドラッグで
地図とは別に移動ができる．

5.2.2 深度センサ付きカメラによる顔認識

項目 A：項目 B：項目 C

⇒

1 : 2 : 3

被験者は 3 人で，実装した TI 画面を用いて実験を行っ

Kinect で顧客の顔を認識し，視線方向を推定する．Kinect

た．被験者には決められた重み比率になるよう，各項目に

1 台で顧客 2 人分の情報を算出する．図 3 は顧客の顔を

「視線」を合わせる，あるいは「タッチ」の操作を行って

認識している様子である．Kinect は Kinect for Windows

もらった．この実験結果から項目ごとに回数の平均を算出

SDK 1.6 で実装している．FaceTracking ライブラリを用い

し，結果として表 2 のようにまとめた．

てユーザの骨格を認識し，ユーザの頭部の 3 次元位置およ

この結果を前述の定義式にあてはめ，各項目の 3 式から

び pitch，roll，yaw 角を用いて，顔の法線方向が向いてい

重みの数値パターンを計 3 種類算出した．算出した重みの

る TI 画面上の位置を xy 座標として算出する．Kinect の

平均比率は x : y = 0.28 : 0.72 となった．この結果を近似

トラッキングは平均 20 fps 前後で動作しており，4 フレー

し，本システムでは「視線」の重みを 0.3，
「タッチ」の重み

ムごとにこの座標の平均値を計算する．Java で動作してい

を 0.7 とした．またこれは今回，システムが「タッチ」を

るシステムには TCP ソケット通信でリアルタイムにその

することで情報の詳細が表示される形式であるため，
「タッ

値を送信している．推定した視線先の xy 座標と実際の xy

チ」の方が大きい比重となったと思われる．

座標との誤差は TI 上で 5 cm 以内であった．

5.2.4 店員への通知

5.2.3 関心度の測定

顧客の関心度として検出したデータであるタグ・都市を

顧客の関心度は「視線」と「接触（タッチ）
」の 2 種類の

顧客の関心度として数値化し，店員に通知する．具体的に

検出で測定を行う．
「視線」では，“顧客が写真を見た = 関

は，店員用 PC に情報を表示する形式である（図 4）
．また
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図 5 旅程表画面
図 4 店員用 PC 画面（関心度可視化画面）

Fig. 5 Itinerary screen.

Fig. 4 PC screen for the clerk.

この画面は関心度可視化画面と旅程表作成補助画面の切替
えが可能であり，後者については次節で述べる．
画面上部では，客 1・客 2・客共通の 3 種類において，関
心を示したタグ・都市それぞれ上位 2 項目を表示してい

図 6 旅程案作成における補助画面

る．客共通というのは，各項目における関心の重みの共通

Fig. 6 Support screen of creating itinerary.

部分である．この画面により，顧客の関心がある情報を店
員は即座に認識することができる．また，各項目はボタン

▼ボタンで “編集日程” を変更できる．予算としては，交

になっており，そのボタンの項目であるタグ・都市と関係

通パネル情報・飛行機情報・ホテル情報を考慮した．作成

する写真を TI 画面（図 2）で表示させることができる．こ

した旅程表は，旅程表画面右下のボタンで顧客の基本情報

の機能により，店員は顧客の関心がある情報をスムーズに

とともに csv ファイルとして保存できる．パネルに関して

提示することができる．画面下部では，顧客の関心がある

は，TI の旅程表画面における各パネルの y 座標をソート

タグ・都市を棒グラフとして表示している．赤い部分は客

し，パネルの順番を出力する形式をとっている．

1，青い部分は客 2 の関心度を示しており，グラフの更新は

6. 評価実験

リアルタイムに行われる．また，この関心度情報は保存，
リセットが可能である．

5.2.5 旅程案作成機能

本システムは旅行窓口受付を支援するうえで，機能的に
有用であるかを検証する実験を 2 種類行った．これらの実

本システムでは，旅程表を作成できる．具体的には，TI

験で利用した TI 画面は，予備実験で用いたものと同じで

上に全体旅程表画面と日程別旅程表画面が用意されてお

ある．旅行窓口受付では，店員は顧客の興味を推定してそ

り，日程別旅程表を作成することで，全体旅程表に訪問す

れに則した情報提供，顧客は旅行計画の明確化をそれぞれ

る都市名が自動的に表示される形式である．旅程表は主に

目的としている．これらの状況を想定した実験を行った．

写真パネル・交通パネル・文字パネルによって構成され，
パネルはすべてドラッグによる操作が可能である．作成し
た例を図 5 に示す．
写真パネルと交通パネルは，TI 上の写真詳細パネルと交

6.1 実験 1
本システムが店員に対して顧客の関心度把握を支援す
るうえで有用であるか検証することを目的に評価実験を

通詳細パネルの “＋ボタン” で日程別旅程表画面に追加さ

行った．

れる．文字パネルは店員が店員用 PC の旅程表作成補助画

6.1.1 実験内容

面（図 6）を操作することで追加される．このように顧客

被験者は大学生，大学院生 8 人であった．被験者は店員

と店員で協力することで旅程表を作成する．店員用 PC の

役，実験者は顧客役を担当した．顧客は決められたシナリ

旅程表作成補助画面では文字パネル作成以外に，顧客の基

オに基づいて演技をし，その様子を被験者が観察した．被

本情報（代表者名前・旅行日数・旅行予算）
，交通情報（飛

験者は顧客個人の関心と，共通の関心の推定結果を回答

行機情報），ホテル情報の入力を行う．

した．

今回旅程案を作成するうえで，“場所” “日数” “予算” に

店員用画面の有無によって，被験者の推定結果の正解率

ついて考慮することとした．そのため，日程別旅程表画面

に差が生じるかを調べた．シナリオはともに 2 分程度で次

の上部には “予算の残金” と “編集日程” を表示しており，

に示す 2 種類を用意した．シナリオごとに顧客役は何に最
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表 3

表 4 回答用紙

回答の選択項目一覧

Table 3 List of multiple choices.

Table 4 Response sheet.
客1

タグリスト

Townscape

Food

Sweets

Building

Event

Religion

Fashion

Activity

Resort

Nature

Art

Famous

実験 1

客2

客共通

タグ
都市

実験 2

タグ
都市

都市リスト

Avignon

Montstmichel

Paris

Madrid

Valencia

Barcelona

Cannes

Bordeaux

Venice

Milano

Firenze

Pisa

Rome

Verona

も関心があるかという正解があらかじめ定められている．
ただし，システムの提示する情報は必ずしもその正解であ
るとは限らない．

図 7

客 1・客 2 のタグに関する正解率

Fig. 7 Individual accuracy rate about tag.

• シナリオ 1 · · · フランスを北から南へ移動するルート
スタート地点：パリ ゴール地点：ミラノ
※アビニョン，カンヌなど経由

• シナリオ 2 · · · イタリアを北から南へ移動するルート
スタート地点：ミラノ ゴール地点：ローマ
※ベネチア，ナポリなど経由
被験者は両シナリオの演技を観察し，それぞれについて
の推定結果を回答した．シナリオはシナリオ 1，シナリオ

図 8 客共通のタグに関する正解率

2 の順とし，被験者の半数は “店員用画面あり” “店員用画

Fig. 8 Common accuracy rate about tag.

面なし” の順で，他の半数は “店員用画面なし” “店員用画
面あり” の順で実験に参加した．これにより，実験条件参
加の順序効果を相殺した．

6.1.2 実験手順
まず被験者には実験内容の説明を行った．そして店員用
画面を見せて，表示されている数値・ボタン・グラフにつ
いて説明を行った．写真の付与情報である都市とタグの説
明も行った．
次に，実験者 2 人が顧客としてシナリオに沿って演じ，

図 9

客 1・客 2 の都市に関する正解率

Fig. 9 Individual accuracy rate about city.

被験者にはその演技を観察してもらった．このとき，“店
員用画面あり” の場合は観察結果と店員用画面をもとに，

“店員用画面なし” の場合は観察結果のみをもとに顧客の関
心度を推定してもらった．また，“店員用画面あり” におい
て，システムが検出する回答内容の正解は必ずしも正解で
あるとは限らないことを伝えた．
その後，被験者には顧客の関心度についての質問に回答
してもらった．具体的には，顧客の関心度が最も高かった
と推定した項目（タグは 2 つ，都市は 1 つ）を表 3 の選択

図 10 客共通の都市に関する正解率

Fig. 10 Common accuracy rate about city.

肢から選び，表 4 の回答用紙に回答した．回答は正解 1 項
目を 1 点として，18 点満点で集計した．

ている．図 11 の総合の正解率から分かるように，“店員用

6.1.3 実験結果・考察

画面あり” の方が “店員用画面なし” より正解率が高い結果

図 7，図 8，図 9，図 10，図 11 に表 4 における各項

となった．また，図 11 における “個人の関心” の正解率に

目の集計結果を示す．各グラフは実験結果の平均値を示し

ついての t 検定の結果，t(14) = 5.80，p < 0.05 となり有
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示していることから，被験者は共通の関心について回答す
る際は，個人の関心について回答するときよりも本システ
ムの結果を活用したと考えられる．被験者は，個人の関心
については実験者を実際に観察することで回答を導き出せ
るが，共通の関心については被験者自身で答えを出すこと
が困難であったと考えられる．よって共通の関心を数値と
図 11 総合の正解率

Fig. 11 Total accuracy rate.

意差が確認できた．“共通の関心” の方も同様に，t 検定の

して導き出す本システムが有効に働いたと思われる．

6.2 実験 2
本システムによって店員が顧客の関心度を把握してそれ

結果，t(14) = 2.61，p < 0.05 となり有意差が確認できた．

をもとに情報提供・案内をすることが，顧客の旅程案決定

これにより，本システムによって店員は顧客の関心を理解

の円滑化につながるか検証することを目的に評価実験を

しやすくなることが分かった．

行った．

総合の正解率の結果から，提案システムを用いることで，

6.2.1 実験内容

被験者は実験者の関心を把握しやすくなることが分かっ

被験者は大学生，大学院生 12 人であった．被験者は顧

た．また図 7 ・図 9 の結果から，本システムを用いた方が

客役，実験者は店員役を担当した．顧客は 2 人を想定して

客個人の関心についての正解率が高くなっていることが明

いるため，被験者は 2 人ずつ実験に取り組んだ．内容とし

確に分かる．これは図 4 の店員用 PC 画面の UI で回答と

ては，被験者同士で協力をして旅程表を作成してもらうと

なる関心度が明確に被験者に伝わったことが理由としてあ

いうものである．

げられる．また，関心度の更新はリアルタイムであったた

店員用画面の関心度可視化画面の有無によって，被験者

め，被験者は複数人からなる実験者の行動をつねに把握し

の旅程表作成にかかる作業時間に差が生じるかを調べた．

やすかったことも理由として考えられる．
図 8 において，シナリオ 1 では結果に極端な差があり，

“関心度可視化画面あり” の場合，システムが検出した被験
者の関心度情報をもとに，実験者が被験者の関心度が高い

シナリオ 2 では比較環境の違いに差が見られなかった．こ

項目について案内を行った．それに対し，“関心度可視化

れは，シナリオ内の客共通の正解となるタグに関する話題

画面なし” の場合は，実験者が被験者を観察し，関心度を

が出るタイミングが，シナリオ 1 では中盤に，シナリオ 2

推測して案内を行った．また，旅程表を作成するうえで，

では終盤であったことが原因の 1 つとして考えられる．そ

被験者には次に示すあらかじめ設定しておいた制約に従っ

のため，終盤に正解のポイントとなる話題が出るシナリオ

てもらった．

2 ではその話題が記憶に残りやすく，店員用画面なしの場

• 訪問地は実装で用意されているデータの中で決める

合でも正解率が高い結果となったと推測される．

• 日程：3 泊 5 日

図 9，図 10 の結果では，標準偏差が大きい値を数カ所示

• 予算：30 万円以内（航空費・移動費・ホテル代）

している．これは被験者の回答した項目数が原因であると

実験環境が 2 種類あるので，被験者には 2 回旅程表を作

考えられる．回答用紙において，タグに関しては 2 項目，

成してもらい，旅程表の内容はそれぞれ別にしてもらった．

都市に関しては 1 項目であった．よって，都市に関する結

被験者の半分は “関心度可視化画面あり” “関心度可視化画

果の方がタグに関する結果に比べて標準偏差が大きい値と

面なし” の順で，他の半数は “関心度可視化画面なし” “関

なったと思われる．

心度可視化画面あり” の順で参加した．これにより，実験

図 10 のシナリオ 1 の結果では，“店員用画面あり” で非
常に高い正解率となった．つまり，本システムはシナリオ 1

条件参加の順序効果を相殺した．

6.2.2 実験手順

で実験者の関心を正しく検出できていたこととなる．これ

まず実験の概要である旅程表を作成することを被験者に

は視線検出の問題であると思われる．シナリオ 1 では正解

伝え，6.2.1 項で述べた制約について説明を行った．次に，

となる都市と他の都市に距離があり，シナリオ 2 では正解

システムの操作方法について説明を行い，システムに触れ

となる都市の近くに別の都市があった．これが原因で，シ

てもらった．できる限りシステムに慣れてもらうため，実

ナリオ 1 では実験者の関心度が高い都市を正しく視線検出

際に 5 分程度で 1 日分の旅程表を作成してもらった．

できていたが，シナリオ 2 では正解とは別の都市に関心が

次に，被験者に実験で回るルートの出発点と到着点を決

あると誤認識してしまったのではないかと思われる．よっ

めてもらい，それに付随する飛行機情報をあらかじめ店員

てシナリオ 2 よりシナリオ 1 の方が正解となる都市の関心

が入力しておいた．この後，実際に被験者に旅程表を作成

度の結果が顕著に表れていたと考えられる．また，図 8 の

してもらった．この作成にかかる時間を計測した．

シナリオ 1 における “店員用画面あり” でも高い正解率を
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