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タブレット端末を用いた仮想テーブルトップ環境上での
協調 Web 検索支援システムの構築
井上 忠1

筒井 薫平2

今本 恕2

北田 哲也2

高田 秀志1,a)

概要：複数ユーザによる協調作業に適しているテーブルトップ環境をタブレット端末を用いて擬似的に実
現する環境として，我々は「仮想テーブルトップ環境」を構築している．本稿では，仮想テーブルトップ
環境の一つのアプリケーションとして実現した協調 Web 検索支援システムについて述べる．本システム
では，テーブル上に仮想的に存在する平面作業空間に Web ビューを並べて配置することができ，タブレッ
ト端末を用いてこの作業空間を「覗き見」ることができる．3 名 4 グループのユーザによる協調 Web 検索
に本システムを適用した結果，通常の Web ブラウザを使用した検索作業に比べて，情報共有の促進や議論
の活性化が起こることが確認された．
キーワード：協調 Web 検索，タブレット端末，仮想テーブルトップ環境

A Collaborative Web Search System on the Virtual Tabletop
Environment Using Tablet Terminals
Inoue Tadashi1

Tsutsui Kumpei2
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Abstract: The Virtual Tabletop Environment is a tablet-based framework which simulates the tabletop
environment suitable for supporting collaborative works. In this paper, we present a system to support a
collaborative Web search activity, which has been built as an application of the virtual tabletop environment.
In this system, Web views can be placed on a surface of a virtual workspace and this surface can be peeped
through the tablet terminals. We applied the system to the collaborative Web search tasks performed by
four groups of three users for evaluation. The results reveal that information sharing can be promoted and
discussion among users is activated compared with those conducted with the traditional Web browsers.
Keywords: Collaborative Web search, tablet terminals, virtual tabletop environment

1. はじめに
近年，スマートフォンやタブレットなどのモバイル端末

の検索テーマに沿って個々で検索を行い，調べた Web 情
報を互いに共有することによって情報を探していく方法で
ある．

が普及している．そのような中で，複数のユーザがそれぞ

個々で検索作業を行っている時に，調べた Web 情報を他

れの持つ端末を使って検索を行う「協調 Web 検索」の機会

のユーザに見てほしい場合，例えば，その URL を AirDrop

が増えている．協調 Web 検索とは，複数のユーザが一つ

などの情報共有ツールを使用して送信したり，自分の見て
いる端末を相手に向けて見せるような形で情報共有を行う．
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しかし，それらの方法では，情報共有ツールを都度実行し
なければならない煩わしさがあったり，相手の作業の中断
を引き起こしてしまう．また，ユーザは個々で良いと思っ
た Web 情報のみをグループで共有しようとするため，個
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人としては良い情報を得られるが，グループとして良い情

タブレット端末

報を他のユーザと共有できているとは限らない．一緒に検

テーブル

索をするユーザが満足のいく情報を得られるようにするに

仮想作業空間

は，各ユーザの検索結果のみを共有するのではなく，個々
で検索作業を行う段階から即時的に Web 情報を共有し，
ユーザ間の議論を活発化させることが必要と考えられる．
モバイル端末とは異なり，大画面で複数のユーザが同時
に操作できるテーブルトップ PC では，全てのユーザが一
つの大きな画面という同じ作業空間内で作業することで，
即時的に互いの様子を見ることができ，情報共有や共同作
業を容易に行うことができる．このようなテーブルトップ
図 1 仮想テーブルトップ環境

PC の持つ利点をタブレット端末を用いて容易に実現する
ことができるように，我々は，テーブルトップ PC のよう
な環境を複数のタブレット端末で実現した仮想テーブル

で協調検索作業を支援している．これにより，検索結果の

トップ環境を構築している [1]．仮想テーブルトップ環境

共有だけでなく，検索過程も含めた協調 Web 検索作業全

は，仮想的に大画面の共有空間を構築することで，ユーザ

体を共有することが可能になる．

間の情報共有を促進することができる．
本研究では，より即時的に情報共有が可能な協調 Web 検
索支援システムを仮想テーブルトップ環境上で構築する．

2.2 仮想テーブルトップ環境
本研究では，WeSearch のような大画面の Web 検索作業

また，既存の Web ブラウザと比べた本システムの有用性

領域を，複数のモバイル端末を用いた仮想テーブルトップ

を実際に協調 Web 検索作業を行うことによって評価する．

環境によって構築することを考える．仮想テーブルトップ

2. 研究背景
本節では，協調 Web 検索支援の関連研究を紹介する．
また，本研究で用いる仮想テーブルトップ環境について述
べる．

環境は，モバイル端末の画面サイズより大きな仮想空間を
構築し，その空間を複数の端末で共有することで，仮想的
にテーブルトップ環境のような大きな作業空間を構築して
いる．
仮想テーブルトップ環境上での協調作業の様子を図 1 に
示す．実在するテーブルの上には仮想的な作業空間が存在

2.1 協調 Web 検索支援
Web 検索は元来単独で行うものであり，通常の Web ブ

し，ユーザはタブレット端末を通してこの作業空間を「覗
き見」することができる．作業空間上で見たい位置を変え

ラウザはそれを前提にして設計されている．一方で，グ

たいときは，机上でタブレット端末を滑らせて移動すると，

ループ内のメンバ間で情報共有を行いながら一つのテーマ

画面上に表示されている作業空間が端末の移動量に応じて

に沿って検索作業を行う「協調 Web 検索」[2] を支援する

スクロールされる．作業空間はタブレット端末間で共有さ

システムも多く提案されている。

れているため，机上の同じ位置にタブレットを置くと，ど

協調 Web 検索支援のためのシステムとしては，地理

のタブレットでも同じ作業空間が表示される．

的に離れたユーザ間の協調 Web 検索を支援するための

仮想テーブルトップ環境では，机上に置かれた端末の位

SearchTogether[3] や Coagmento[4]，共在する (Co-located

置から作業空間のどの位置を閲覧しているのかを把握する

な）ユーザ間の協調 Web 検索を支援する CoSearch[5]，ユー

ことが容易である．また，実験結果から実空間と仮想空間

ザが携帯しているモバイル端末を活用するもの [6]，テー

を対応付けて認識できるという性質が得られ，作業者間で

ブルトップディスプレイを活用する WeSearch[7] などがあ

指差し動作や指示語を始めとしたコミュニケーションの活

る．これらの中でも，本研究では特にテーブルトップディ

性化が起こることが示されている [8]．

スプレイを活用した WeSearch に着目する．

本研究では，仮想テーブルトップ環境を利用して複数の

WeSearch は，大きな画面を持つテーブルトップ環境で

端末で共有する作業空間を構築し，作業空間内で互いの調

協調 Web 検索を支援するシステムである．ユーザはテー

べた Web 情報を即時的に情報共有することで，ユーザ同士

ブルトップ PC を囲み，同時に Web 検索を行える．また，

が協調して Web 検索作業ができる環境を実現する．仮想

大画面で作業を共有しているため，他のユーザが何を調べ

テーブルトップ環境における端末をテーブル上で操作する

ているかを容易に見ることができる．それぞれのユーザが

という特徴から，ユーザ同士が互いの調べている Web 情

個別に端末を持って行う Web 検索とは異なり，同じ作業

報を即時的に覗き，共有することができると考えられる．

空間で Web ブラウザを開き，検索できるようにすること
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テーブル

仮想空間

②全体表示ボタン
③反転表示ボタン
①Web作成ボタン

図 2

作業空間
図 3

3. 協調 Web 検索支援システムの構築
本節では，仮想テーブルトップ環境を用いた協調 Web
検索支援システムの機能や構築方法について述べる．

全体表示機能

に仮想的に大画面の作業空間が構築され，タブレット
端末の端末移動により見たい位置へ移動して閲覧する
ことができる．

• 全体表示
3.1 機能設計

2 の全体表示ボタンを押すことで，仮
図 3 のように，⃝

ここでは，本研究で構築する協調 Web 検索支援システム

想的な作業空間全体をタブレット端末の画面で見るこ

で必要となる共有作業空間とその空間上で扱う Web ビュー

とができる．この機能により，作業空間内に存在する

について述べる．

Web ビューの位置や表示している Web ページの内容

3.1.1 端末間で共有する作業空間

を一目で把握することができる．ただし，全体表示機

ユーザ同士で共同して作業を行えるようにするために，

能では Web ページをスクロールすることができない

図 2 に示すように，タブレット端末を用いてテーブルトッ

ため，細かく Web ページの内容を見るには端末移動

プ PC のような大きい作業空間を構築する．ここでの作業

を使ってその Web ページを持つ Web ビューへ移動す

空間とは，仮想テーブルトップ環境で構築する仮想空間の

る必要がある．

ことを指す．各タブレット端末は画面サイズよりはるかに
大きい平面の作業空間を持ち，端末同士で共有する．

• 逆さま表示
机上に置いて扱うタブレット端末は対面にいるユーザ

作業空間上には，Web ページを表示するための Web

からも覗いて見ることができる．しかし，それでは逆

ビューが平面的に並べられ，また，Web ビューは作業空間

さまの Web ページを見ることになる．そこで，対面

上で移動させることができる．ある端末上で Web ビュー

のユーザにタブレット端末の情報をじっくり見せたい

が作成されると，他の端末上でも空間内の同じ位置に同じ

3 の反転表示
時に逆さま表示機能を使う．図 3 にある⃝

Web ビューが生成される．また，Web ビューで表示され

ボタンを押すことでタブレット端末で映す全ての Web

ているページが変更されると，他の端末でも対応する Web

ビューの向きを反転させることができる．これによ

ビューが表示しているページが更新される．このようにし

り，対面のユーザでも Web ページを見ることが容易

て各タブレット端末上ではそれぞれが表示している作業空
間を逐次更新し，互いの Web ビューを共有する．これに
より，各ユーザはタブレット端末を個々ではなくグループ
の共有物として扱うことができる．
以下に，作業空間での機能について述べる．

• 作業空間の可視範囲の移動
各タブレット端末では，起動時にグループでのユーザ

になる．

3.1.2 作業空間上で扱う Web ビュー
作業空間上で扱う Web ビューについて，主な機能を述
べる．

• Web ビューの作成
1 のボタンを押すことで，作業空間上で画
図 4 に示す⃝

面に表示されている位置に Web ビューが作成される．

の位置によって左上・右下のように四隅に可視範囲の

Web ビューには，戻る・進む・閉じる等の通常の Web

初期位置の設定ができる．タブレット端末の可視範囲

ブラウザにある機能と，本システムを利用するときに

の移動はタブレット端末の端末移動で行う．端末移動

必要となる機能が搭載されている．

とは，テーブル上でタブレットを滑らすように上下左
右へ動かす方法である．この方法により，テーブル上

c 2016 Information Processing Society of Japan
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• Web ビューの移動
Web ビューは色のついた端の部分をタップしてドラッ
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マウス
Bluetooth 3.0
移動量取得

⑥閉じるボタン

④拡大縮小ボタン

Wi-Fi

スクロール量送信
⑤戻る・進むボタン

PC(MacBook)

⑦色分けボタン

②全体表示ボタン
⑧コピーボタン

①Web作成ボタン

タブレット端末(iPad)

図 5

③反転表示ボタン

図 4 Web ビュー

端末移動によるスクロール取得

移動，Web ページの変更が行われた時，その Web ビュー
の座標や Web ページの URL といった情報を端末間の P2P

グすることで作業空間内を移動させることができる．

通信を用いて通信する．P2P 通信には，iOS 端末間でサー

また，Web ビューをドラッグしながら端末移動を行う

バを介さずに Wi-Fi や Bluetooth による通信を行うための

ことで，作業空間全体の中で Web ビューを移動するこ

フレームワークである Multipeer Connectivity を用いてい

とができる．これにより，他のユーザに Web ビュー

る．全てのタブレット端末が同一の作業空間を持つことで，

を見せたい場合などの情報共有を容易に行える．

ユーザには作業空間が共有されているように見せている．

• 拡大縮小
4 の拡大縮小ボタンを押すこ
Web ビューの左上にある⃝

3.2.2 端末移動での移動量取得
端末移動を用いてタブレット端末の可視範囲を移動する

とで，その Web ビューを拡大縮小することができる．

には，端末の物理的な移動量に合わせて，画面に映ってい

拡大縮小の比率は 6 段階用意されている．この機能を

る作業空間をスクロールさせる必要がある．本研究では，

使うことで，縮小すれば，一つのタブレット端末で複

マウスを用いて移動量を検出する．図 5 のようにタブレッ

数の Web ページを比較しながら閲覧することができ，

ト端末にマウスを取り付けることで，端末移動を行った時

また拡大すれば，複数のタブレット端末を隣り合わせ

の移動量をマウスの移動量として取得する．その移動量を

にして大きな画面を作ることで Web ページを大きく

Bluetooth を用いて PC へ送信し，スクロール量へ変換し

見ることができる．

てタブレット端末へ Wi-Fi (UDP/IP) を用いて送信する．

• 色分け
7 のボタンを使うことで，各 Web ビューの淵
図 4 の⃝

これにより，端末移動の移動量分だけタブレット端末の可
視範囲をスクロールすることができる．また，複数のマウ

に色をつけることができる．この機能により，Web

スを一つの PC へ Bluetooth で接続し，マウスに設定され

ビューを情報ごとに色分けしたり，誰が調べたかを区

た ID で識別して，それぞれのマウスが連携するタブレッ

別するなど，互いの情報共有を支援することができる．

ト端末へ移動量を送信する．PC 1 台に対しては，最大 4

• コピー
8 のコピーボタンを押すと，新たな Web ビュー
図 4 の⃝

を作成し，元の Web ビューで表示していた Web ペー

台のマウスとタブレット端末を接続することができる．

4. 評価

ジを複製して表示することができる．この機能を使う

本節では，実際の協調 Web 検索作業に本研究で提案し

ことで，同じ Web ページを見たい時に複製して他の

た協調 Web 検索支援システムを用いた時の有用性を調べ

ユーザへ渡したり，検索中に気になる Web ページを

るための評価実験について述べる．

複製して保存したりすることができる．

4.1 実験内容
3.2 実装
ここでは，機能設計で述べた作業空間の共有方法と，タ

本実験では，通常の Web ブラウザと比較した本システ
ムの有用性を評価する．また，仮想テーブルトップ環境は，

ブレット端末の端末移動による作業空間の可視範囲の移動

ユーザそれぞれが一台ずつ専有してタブレット端末を用い

方法の実装について述べる．

るのではなく，机上に置かれているいくつかのタブレット

3.2.1 作業空間の共有

端末を共有して用いても良いという性質を持っているた

今回の実装では，タブレット端末として Apple 社の iPad
を用いている．各タブレット端末が保持している画面サイ
ズよりはるかに大きい平面空間上で Web ビューの作成や

c 2016 Information Processing Society of Japan
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め，本システムの環境でタブレット端末が共有物として扱
われるかについても評価を行う．
これらの二つの実験目的に沿って実験を行うために，構
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築した本システムを含め 3 つの環境での協調 Web 検索作
業を行ってもらった．各環境について表 4.1 に示し，以下
にその詳細について述べる．
表 1

作業環境

作業環境
作業1

SafariとAirDrop

作業2

ユーザ数とタブレット台数が一致した状態での本システム

作業3-1 ユーザ数よりタブレット台数が1台多い状態での本システム
作業3-2 ユーザ数よりタブレット台数が1台少ない状態での本システム

図 6

Safari と AirDrop を使った作業環境： 実験で使用した

作業の様子

タブレット端末の iPad に標準搭載されている Web ブ
ラウザ Safari と Apple 社が提供している情報共有ツー

境，後半の 2 グループは本システムを用いた 3 人 4 台での

ルである AirDrop を用いて協調 Web 検索作業を行う．

作業環境を用いて協調 Web 検索を行った．各作業環境で

この作業環境は本システムに対する比較用の環境であ

の作業時間は 20 分である．実際の実験の様子を図 6 に示

り，本システムの有用性を確認するために用いる．

す．また，本システムを利用する前に，本システムに慣れ

ユーザ数とタブレット台数が同数の状態での作業環境：

てもらうために，システムの使い方の説明と 3 分間の練習

本研究で構築したシステムを用いて，ユーザ 1 人につ

を行った．

きタブレット端末 1 台を用意した環境での協調 Web

協調 Web 検索作業での検索テーマは，
「西日本で行きた

検索作業を行う．この作業環境を用いた作業では，本

い観光地 Best3」，「東日本で行きたい観光地 Best3」，「海

システムの有用性を確認する．

外で行きたい国 Best3」の 3 つであり，グループで行きた

ユーザ数とタブレット台数が異なる状態での作業環境：

い観光地を話し合って決めることにした．

ユーザ 1 人につきタブレット端末 1 台を用意した本シ
ステムでの作業環境から，タブレット端末を 1 台増加
あるいは減少させた状態で協調 Web 検索作業を行う．

4.3 評価方法
評価は実験中の作業者の様子から得られた特徴と実験後

今回の実験では，後述のように 3 人グループで作業を

のアンケートで行う．実験後のアンケートの質問内容につ

行うので，タブレット端末を 1 台増やした 3 人 4 台で

いて表 2，表 3 に示す．表 2 のアンケートと作業者の様子

の作業環境と，1 台減らした 3 人 2 台での作業環境の

から得られた特徴を通して，ユーザ同士の情報共有が行え

2 通りを用意する．3 人 4 台での作業環境では，1 人 1

ているか，また，協調して作業ができているかを分析する．

台でタブレット端末を使っても 1 台が余るため，その

また，表 3 のアンケートでは，タブレット端末の数の変化

1 台がどのように扱われるかを見る．3 人 2 台での作

により協調 Web 検索作業にどんな変化をもたらすか，ま

業環境では，1 人がタブレット端末を操作できなくな

た，複数のタブレット端末を個人のものとして，あるいは

るので，3 人で 2 台の端末をどのように扱うかを見る．

共有物として扱うのかを分析する．

以上の作業方法で，被験者にはグループで協調 Web 検
索作業を行ってもらい，本システムが与える効果やユーザ

4.4 結果

の行動を見る．また，本システムでタブレット端末の台数

実験で得られた結果について，Safari と AirDrop を使っ

を変えた時の協調 Web 検索作業への影響とユーザの行動

た時と本システムを使った時の比較と，本システムでのタ

を見る．

ブレット端末の台数を変えた際の比較の 2 通りについて述
べる．

4.2 実験環境と実験手順

4.4.1 Safari と AirDrop を使った作業環境との比較

本実験の被験者は情報系大学生 12 人である．被験者は

Safari と AirDrop を使った作業と本システムでの作業に

3 人一組で計 4 グループを構成し，3 つの異なる作業環境

対して，作業中の様子とアンケート結果について述べる．

でそれぞれ 1 回ずつ協調 Web 検索作業を行った．作業は

作業中の様子

テーブルを 3 人で囲んだ状態で行った．

Safari と AirDrop を使った作業では，最初に個々のタブ

各グループは，はじめに Safari と AirDrop を使った作業

レット端末を用いてそれぞれが Web 検索を行った．作業

環境で協調 Web 検索を行い，次に本システムを用いた 3

中，他のユーザに見て欲しい Web ページを見つけたユー

人で 3 台での作業環境で同様の作業を行った．その後，前

ザは，他のユーザに自分のタブレット端末を見せるように

半の 2 グループは本システムを用いた 3 人 2 台での作業環

したり，AirDrop を用いて共有したいユーザへ URL を送
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表 2

作業 1 と作業 2 の比較アンケート

アンケート項目

回答方法

Q1 作業2の方が相手の調べているWebを見る機会
が増えましたか

選択形式

らは，
「視覚的に捉えることができたから」
，
「全体を俯瞰し
て見ることができ，比較しやすかった」といった意見が得
られた．一方で難しかったと回答した人からは，「端末移

(Q1で4，5を選んだ人のみ)機会が増えたこと
Q2 でお互いの調べたWeb情報を共有することが 選択形式+自由記述
向上しましたか
作業1と比べて作業2のWebブラウザを平面に
Q3 並べる機能は複数のWeb情報を比較すること 選択形式+自由記述
が容易だったか

動にずれがあり，目的のページを表示することが難しかっ

Q4 作業2での全体表示機能を使うことで，空間内
のWebの位置把握が容易だったか

選択形式

かった．また，変わらなかったと回答した人は，
「Safari で

Q5 (Q4で4，5を選んだ人のみ)全体表示機能をど
のように使いましたか

自由記述

Q6 作業1と2でどちらがグループで満足のいく結
果を得られましたか

選択形式+自由記述

表 3

た」や，「タブレット端末の移動を慎重に行う必要があっ
たから」など，端末移動の使いづらさについての意見が多
も一覧表示が可能だったから」と答えていた．

Q4 のアンケートでは表 7 に示すように，ほとんどの人
が位置把握が容易だったと答えた．また，Q5 では全体表
示機能の使い方として「他のメンバーの Web を見ること」

作業 2 と作業 3 の比較アンケート

アンケート項目

回答方法

Q7 作業2と比べて作業3ではタブレットをどのよ
うに扱いましたか

自由記述

Q8 作業2と比べて作業3では協調作業は行いやす
かったですか

選択形式+自由記述

や，
「どこに Web があるかを確認するとき」といった意見
が多かった．仮想テーブルトップ環境では見えない領域が
多くなってしまうため，作業空間全体を俯瞰して見ること
のできる機能は常に使われていたと考えられる．

Q6 でのアンケートでは，表 8 に示すように 12 人中 8 人
が本システムでの協調 Web 検索の方が満足のいく結果を

信することで情報共有を行った．作業中は，個々で検索作

得られたと答えた．そのような人からは，「それぞれが独

業中は議論はあまり発生せず，見て欲しい Web を共有し

立することなく作業に取り組めた」，「他の人のブラウザ

た際にのみ議論が起こった．

を見る機会が増えたため議論が増えたから」などの意見が

本システムを使った作業では，作業開始直後は標準ブラ

得られた．対して，標準ブラウザの方が満足のいく結果を

ウザの時と同じように，個々で Web 検索作業を行った．気

得られたと答えた人からは，「端末移動の操作に慣れずに

になる Web 情報を見つけた時には，ユーザ同士で情報共

時間が過ぎていった」
，
「AirDrop の方が簡単だった」など

有を行うために端末移動を用いて調べた Web ページを載

の意見が得られた．実験の様子からも，他ユーザの調べた

せた Web ビューを交換したり，タブレット端末ごと見せ

Web ページを容易に見ることができることから話し合いが

合ったりした．全てのグループが，作業空間の中心に Web

増え，グループで満足のいく結果が得られた一方で，20 分

ビューを集めることで，互いの調べた Web ページの共有

という限られた時間内でシステムの操作に慣れるまでに時

を行った．また，標準ブラウザの時と比べて，互いのタブ

間がかかり，作業する時間が少なくなっていったグループ

レット端末の画面を見ることが多かった．さらに，端末移

もあった．

動により，各ユーザが操作するタブレット端末同士を近づ
表 4

け，即時的に Web 情報を共有することが行われていた．

3:変わら 4:やや増 5:増えた
1:減った 2:やや減
った
なかった えた

アンケート結果
ここでは，通常の Web ブラウザを使った作業と，本シ

相手のWebページを
見る機会

ステムを用いた作業との比較を行った時のアンケート結果

てのアンケートの結果を表 4 に示す．半数以上の人が相手

本システムでのWeb
ページの比較

4

Q3 のアンケート結果

5

2

2

3

Q4 のアンケート結果

1:難しか 2:やや難 3:変わら 4:やや容 5:容易だ
った
しかった なかった 易だった った
全体表示によるWeb
ビューの位置把握

表 8

たかどうかについてのアンケートでは，表 6 に示すよう
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4

0

表 7

本システムでの Web ページを比較することが容易だっ

かったと回答した人もいた．容易になったと回答した人か

6

1:難しか 2:やや難 3:変わら 4:やや容 5:容易だ
った
しかった なかった 易だった った

けで Web 情報をのぞくことができ，話し合いがしやすく

に，比較が容易になったと回答した人がいる一方で，難し

0

表 6

面として手軽に相手の画面を見れたから」
，
「少し動かすだ
なったから」などの意見が得られた．

2

Q2 のアンケート結果

グループでWeb情報
を共有すること

に答えた人にはさらにグループで Web 情報を共有するこ
うになった．向上したと回答した人の中で，
「3 人の共有画

1

1:向上しなかっ 2:やや向上した 3:向上した
た

の Web を見る機会が増えたと回答した．さらに，肯定的
とが向上したかについて回答してもらい，結果は表 5 のよ

1

表 5

について述べる．
相手の Web ページを見る機会が増えたかどうかについ

Q1 のアンケート結果

作業の満足度

0

2

0

5

5

Q6 のアンケート結果
作業1
(Safari+AirDrop)

作業2
(本システム)

4

8

6
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表 9

4.4.2 台数の変化による比較
ユーザ数とタブレット台数が異なる環境での作業に対し
て，作業中の様子とアンケート結果について述べる．
作業中の様子

Q8 のアンケート結果

1:しにくくなっ 2:変わらなかっ 3:しやすくなっ
た
た
た
3人4台での作業環境

0

4

2

3人2台での作業環境

3

2

1

タブレット端末を 1 台増やした 3 人 4 台の環境での作業
では，グループによって 4 台目の使い方が異なった．1 つ
のグループでは，端末を 1 人 1 台で操作し，4 台目の端末

4.5 考察

を全体表示し続けたり，Web ページを比較するために用い

本実験で得られた結果を通して，標準ブラウザと本シス

たりした．もう 1 つのグループでは，4 台目の端末を扱う

テムの比較について，および，タブレット端末の台数の変

ことなく，1 人 1 台の状態で作業を行った．作業中の議論

化についての考察を述べる．

の活発さについては，本システムを使った 3 人 3 台の環境

4.5.1 標準ブラウザとの比較についての考察

での作業の時とさほど変わらなかった．
タブレット端末を 1 台減らした 3 人 2 台の環境での作業

通常の Web ブラウザと本システムを用いた作業を比較
すると，本システムを用いた方が Web ページを共有する

は，最初に個々で検索作業を行う時に，1 台を 1 人が使用し

機会が増加し，また，作業の満足度も高いことが分かる．

て検索したが，もう 1 台のタブレット端末を 2 人で操作す

これは，仮想テーブルトップ環境では，それぞれの端末の

る状況になった．タブレット端末 1 台を 2 人で操作してい

画面を見ることが容易であり，かつ，作業空間の共有によ

る方では，主に 2 人で会話しながら検索作業を進めていっ

り即時的に Web ページの共有を行えることから，ユーザ

た．グループで Web ページの共有を行う時，作業空間の

間で作業の過程や結果を共有し，協調作業を行うことがで

中心に集める動作は 3 人 3 台の時と変わらなかったが，作

きていたためであると考えられる．

業空間全体では，使用した作業空間が狭くなり，端末を使

その一方で，タブレット端末の端末移動の際に実際の移

用しているユーザの周囲で検索や比較作業が行われた．ま

動量と作業空間のスクロール量に誤差が生じ，作業空間内

た，3 人 3 台での作業の時と比べて，議論の活発さはさほ

の移動したい位置へ正確に移動することが難しいという結

ど変わらなかった．また，2 つの環境ともに，検索作業中

果が得られた．このことから，複数の Web ページの比較

にタブレット端末を交換するなどの動作が一度も起こらな

が難しいと答えた人が多くなったと考えられるので，端末

かった．

移動による移動量がスクロール量に正確に反映される方法

アンケート結果

について検討する必要がある．

ここでは，本システムを使った作業環境で，3 人 3 台で
の作業と 3 人 4 台もしくは 3 人 2 台での作業との比較を
行った時のアンケート結果について述べる．

4.5.2 台数の変化による比較についての考察
仮想テーブルトップ環境を用いた 3 人 4 台での作業は，
各ユーザが 1 台ずつタブレット端末を使いつつ，片方のグ

Q7 のアンケートでは，タブレット端末の数が変化した

ループでは 4 台目のタブレット端末を共有物として扱った

時にタブレット端末をグループでどのように扱ったのかに

が，もう片方のグループでは余った 1 台をほとんど操作し

ついて質問をした．3 人 4 台の作業環境で作業したグルー

ない状況だった．以上のことから，タブレット端末は 1 人

プからは，
「1 台を全体表示状態にして位置把握をさせた」
，

1 台で扱う傾向があり，余った 1 台を操作するしないは人

「3 台を使用し，残りの 1 台はあまり使用しなかった」など

それぞれであると考えられる．対して，3 人 2 台での作業

の意見が得られた．また，3 人 2 台の作業環境で作業した

では，1 人がタブレット端末を触る機会が減った．このこ

グループからは，「二人が主に使用してもう一人はのぞい

とから，3 人 3 台での作業の時よりも協調検索作業が行い

ていた」
，
「タブレット端末の移動範囲を狭くした」などの

にくかったと考えられる．

意見が得られた．

各ユーザは作業全体を通して個々で同じタブレット端末

Q8 のアンケートの結果を表 9 に示す．3 人 4 台での作

を持ち，タブレット端末を交換するなどの動作が一度も起

業環境で作業したグループからは，
「1 台を全体表示として

こらなかった．このことから，タブレット端末を個々で扱

使った」，「1 人 1 台のタブレット端末を使用した時，余っ

う意識が強く，共有物として扱われることはなかった．

た 1 台の有効な使用用途がわからなかった」などの意見が

以上のことから，仮想テーブルトップ環境でのタブレッ

得られた．3 人 2 台での作業環境で作業したグループから

ト端末は各ユーザが個人のものとして扱う傾向があること

は，「2 人でタブレット端末をのぞくには画面が小さい」，

がわかった．また，タブレット端末の台数が人数分未満の

「作業領域の広さをあまり使えていない」などの意見が得
られた．

場合において，協調 Web 検索作業の効率性に影響があっ
た．その一方で，人数分以上の場合では各ユーザが同時に
検索作業を行えるため，タブレット端末の扱い方に依存せ
ずに協調 Web 検索作業を行うことができると考えられる．
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5. おわりに
本研究では，複数ユーザによる協調作業に適している
テーブルトップ環境をタブレット端末によって模擬的に実
現している仮想テーブルトップ環境を用いて，複数人によ
る協調した Web 検索作業を支援するシステムを構築した．
また，実際の協調 Web 検索作業を行い，既存の Web ブラ
ウザと比較した本システムの有用性について，および，本
システムでのタブレット端末がグループで共有物として
扱うことができるかについて実験と評価を行った．その結
果，本システムを用いた場合には，グループ内で Web ペー
ジを共有する機会が増え，また，作業中の議論が活性化さ
れることが分かった．また，各タブレット端末は共有物と
してではなく個人のものとして扱われる傾向が強いことが
明らかになった．
今後は，端末移動とスクロール量の誤差を小さくするこ
とによる操作性の向上を図るとともに，仮想テーブルトッ
プ環境に適した他のアプリケーションについて検討を進
める．
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