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タブレット端末における日本語形態素解析を利用した
文書範囲選択手法
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概要：タブレット端末やスマートフォンにおけるソフトウェアキーボードによる文字入力は，物理的なキー
ボードによる文字入力に比べて負荷が高い．そのため，画面に表示されている文字列を選択し，コピー

&ペーストして再利用することが頻繁に行われる．しかし従来のタブレット/スマートフォン用 OS におけ
る文字列範囲選択手法は選択対象文の文法や文脈を考慮して設計されていない．本研究では，日本語文字
列をタブレット端末やスマートフォンで効率良く選択するための，日本語形態素を考慮した文字列範囲選
択手法を提案し，その有効性を確認する．文字単位，単語単位，およびひらがな 1 文字の助詞を直前の単
語と連結する方式（単語 + 助詞単位）3 条件での被験者実験を行い，一元配置の分散分析を行った結果，
上記 3 手法の作業時間の平均値に有意差が認められた．また選択可能な境界の位置について単語単位と文
字単位とを動的に切り替える手法の被験者実験を行い，分散分析を行った結果，選択範囲の終端が単語の
境界と一致するタスクにおいては作業時間が減少する傾向がみられた．
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Abstract: Conventional copy-and-paste technique for touch screen devices utilizes region handles to specify
text snippet. The region handles appear so as to select the initially tapped word, and the user controls the
region handles. Most of the text-selection task is performed at the boundary of words, however, the minimum
movement unit of the region handle is still a character. We propose a context-sensitive text-selection method
for the tablet OSs using Japanese morphological analysis. For the initial consideration, we investigated a
word grouping method that meant a word as a minimum movement unit. From our experiment, we conﬁrmed
that the word grouping method can signiﬁcantly reduce the text-selection time, and the word grouping size
signiﬁcantly aﬀects the time. Also we tested a ﬂexible word grouping method that changes the minimum
movement unit by considering the movement speed of the region handles. The result showed a tendency of
reducing the text-selection time, if target regions ended with the boundary of words.
Keywords: Text selection, Touch screen, Usability
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タブレット端末やスマートフォンの普及により，外出中
に現地の情報を調べたり，連絡をとったりすることが容易
にできるようになった．マイクロブログサービスやソー
シャルネットワークサービス（SNS）が浸透し，ユーザが
感じたことや体験したことを気軽に書き込み，共有するこ
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列範囲選択手法に関連する研究について概説する．

2.1 指による操作の困難さ
タブレットやスマートフォンの操作は，主に指で操作す
ることが多い．画面のスクロールや拡大縮小といった操作
は，とくにターゲットを意識しなくても操作できるが，ア
イコンボタンの選択やハンドルの操作といった，細かい画
面上のオブジェクトを操作する場合に発生する問題は，一
図 1 タブレット端末における文字選択方式の概要：文字単位 (3) と
単語単位 (4)

Fig. 1 Unit of text selection method for tablet OS: character
(3) and word (4).

般に Fat Finger Problem [1] として認知されている．Fat

Finger Problem には，主として 2 つの要因がある．1 つ
は，指によって画面上の細かなオブジェクトが隠れてしま
い，操作が難しくなるという問題で，もう 1 つはタッチパ
ネルに対する指の操作は，スタイラスペンによる操作と比

とが広く行われている．
このことから，タブレット端末やスマートフォンを介し
た情報の入力と編集に対する重要性が高まっている．し
かし，タブレット端末やスマートフォンにおいては，物理
キーボードを搭載せず，タッチパネル方式のディスプレイ
のみを搭載することが多い．そのため，文字入力を行う際
には，ソフトウェアキーボードを用いることが一般的と
なっている．
しかし，ソフトウェアキーボードによる文字入力は，一
般的なキーボードによる文字入力に比べて負荷が高い．そ
の理由として，キーを押したときの操作に対するフィード
バックがないことや，キーの触感により，どのキーを触っ
ているかの手がかりが得られないことがあげられる．
そのため，ユーザは可能であれば，画面上に表示されて
いる文字列を選択し，それをコピー&ペーストして再利用
しようとする．しかし従来のタブレットやスマートフォン
における文字選択方式は，選択対象文字列の文法や文脈を
十分に考慮して設計されていない．
たとえば iOS では，範囲選択を開始するロングタップ
操作のときの初期選択は単語単位で行われるが，そのあ
とのハンドル移動では文字単位または段落単位となる．

AndroidOS では，ロングタップ時の初期選択は同一文字種
（ひらがな，カタカナ，漢字等）が連続した範囲となり，そ
の後のハンドル移動ではやはり文字単位となる*1 ．
そこで我々は，ロングタップ後のハンドル移動につい
て，文字単位ではなく単語単位や，単語と助詞を連結した
単位で動かす方式（図 1）を提案する．また，提案手法を
タブレットに実装した実験システムを用いて，有効性を検
証する．

2. 関連研究
本章では，本論文で述べるタブレット端末における文字
*1

アプリケーション固有の実装で，異なる機能が実現されている場
合もある．たとえば，Keynote では箇条書きの行をトリプルタッ
プすると行全体が選択される．
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べて，広い領域で画面をタッチすることになるため，繊細
な調整に向いていないという点である．iOS の文字選択に
おいて，ハンドルやカーソルを詳細に調整する際に表示さ
れる拡大レンズ [2] は，Fat Finger Problem を緩和し，微
細なターゲットに対する操作を円滑に行うための技術であ
る．また関連して，ターゲット選択の正確性を高めるため
の手法も提案されてきた [3] が，タブレット端末における
文字列選択タスクに関する研究は，スマートフォンの普及
時期以降のものが多い．

Cockburn ら [4] は，指タッチパネルとスタイラス，マウ
ス操作の 3 手法についてタップ，ドラッグ，回転ドラッグ
（アナログ時計の針を回すような操作）を比較した一般的な
調査結果を示している．彼らは，指タップ操作は他の操作
に比べて早いが，誤差エラーも多いと結論づけている．タ
ブレットやスマートフォンの画面に表示される文字は一般
に小さいため，文字単位の選択は画面を拡大しない限り，
細かな操作が要求される．
鈴木ら [5] は，テキスト全体の移動によりキャレットの
相対位置を変化させるポインティング手法を提案してい
る．キャレットを移動させるのではなくテキスト全体をド
ラッグすることによって移動させるため，指による隠蔽が
発生しない．文字列選択タスクにも応用可能と考えられる
が，現状ではキャレットの移動のみを対象としている．

2.2 文字列選択タスク
Fuccella ら [6] は，ソフトキーボード領域におけるマルチ
タッチジェスチャを用いて，カーソル移動やコピー・ペー
スト等のショートカット操作を提供する方式を提案し，評
価実験を行っている．1 本指の横スワイプは文字単位で，

2 本指は単語単位での移動といった，複数のカーソル移動
ジェスチャが割り当てられている．これらの操作は単語ご
とに行う必要があるため，複数の単語をまとめて選択範囲
に含めるといった操作は行単位の移動選択以外では考慮さ
れていない．Scheibel ら [7] は，ジョイスティック風の操
作ウィジェット（Virtual Stick）によってカーソル移動タ
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スクの正確性を高める研究を行っている．Virtual Stick と
指操作との比較実験を行い，ハンドルの移動距離が短い場
合で，文字サイズが小さい場合においては，指による直接
指定よりも Virtual Stick が有効であったと報告している．
島ら [8] は従来のロングタップによる範囲選択開始では
なく，3 点タッチを起動ジェスチャとする範囲選択手法を
提案している．ダブルタップやロングタップとの比較実験
を行い，被験者のコメントを収集している．
図 2

2.3 文脈（コンテキスト）を利用した文字列選択

単語単位でのグルーピング（Word）

Fig. 2 Grouping by word (Word).

プログラミングを支援するための統合開発環境（IDE）
においては，テキストの文脈（コンテキスト）を利用した文
字列選択の概念が提案されている．Wallace ら [9] は，ソー
スコードの文脈を理解し，プログラマがコードブロック内
をマウスでダブルクリックしたり，トリプルクリックした
りすると，プログラムの意味内容に応じて 1 行の命令全体
や，カーリーブラケットで囲まれたブロック全体の文字列
を自動的に選択してくれるエディタを開発している．こう
した研究はソースコードのコピー&ペーストによる再利用
性を高める働きをしているといえる．Kerr ら [10] は，こ
の考えを拡張し，元のコピー文字列をペーストした際に，

図 3 単語 + 助詞単位でのグルーピング（Word2）

Fig. 3 Grouping by word and postpositional particle (Word2).

ペースト先の文脈を考慮して自動的にエラーを回避する手
法を提案している．

を「単語」とすることによる問題は発生しない．最小単位

こうした文脈を利用した文字列選択は，プログラムソー

を単語に限定することによって，とくにタブレットやス

スコードのように明確な文法によって規定される対象に

マートフォンのタッチパネル操作における，微細な操作を

おいては有効性が確認されている．しかし，自然言語を対

回避できるため，文字列選択タスクにかかる操作時間を減

象とした場合における有効性はまだ確認されていない．ま

少させることができると考えられる．

た，文脈を利用した文字列選択や編集に適切なタブレット

通常の用途においてはそれほど必要とならないが，場合

端末向けのタッチパネル操作についても，既存の研究にお

によっては単語単位ではなく文字単位で選択したい場面も

いては考慮されていなかった．

ある．そのような場合においては，ハンドルのドラッグ操

本研究では，文脈を利用した文字列選択の手法を日本語
文章に対して適用する．さらに，タブレット上でのタッチ
パネル操作を用いる評価システムによって，提案手法の有
効性を明らかにする．

3. 提案手法
我々はロングタップ後のハンドル移動について，文字単

作時間や移動量がしきい値を超えたら文字単位に切り替え
るといった方法が考えられる．
本研究では，上記で述べた文字単位（Char），単語単位
（Word）に加えて，文字列の区切り数削減による効果を確
認するため，単語のあとに助詞が続く場合に単語と助詞を
連結する手法（Word2）を追加して実験を行うことにした．
ただし，今回の実験ではひらがな 1 文字で構成される助

位ではなく単語単位のみで動かすようにすることで，一般

詞に限り，直前の単語と連結した．比較のため，図 2 に，

的な日本語文字列選択タスクをタブレット端末上でも高

単語単位による方式（Word）で分割した文章の例を示す．

速に実行できると考えた．図 1 に，従来手法（文字単位，

図 3 に，単語 + 助詞による方式（Word2）で分割した文

右上 (3)）と，提案手法（単語単位，右下 (4)）の動作の違

章の例を示す．それぞれ，縦棒がグルーピングの区切りを

いを示す．右上の文字単位 (3) ではハンドルの位置に一番

表している．

近い文字が選択の区切り境界となるのに対して，右下の単
語単位 (4) では，選択の区切りは単語ごととなる．なお，
図 1 (4) ではハンドルが指の場所に残っているが，実際の
動作ではハンドルも選択の区切り位置にジャンプする．
単語は日本語としての意味を備える最小の単位である．
そのため，通常の用途においては，文字列選択の最小単位
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3.1 単語区切り位置の明示
単語単位や単語 + 助詞単位でのグルーピングを行った
場合，ハンドルを移動できる箇所を明示したほうが，ハン
ドルの移動先が明確になり，操作がしやすいことが分かっ
た．そのため，ロングタップによって文字列選択が開始し

1174

情報処理学会論文誌

Vol.57 No.4 1172–1180 (Apr. 2016)

• 選択範囲の終了位置が画面の左側 or 右側
• 選択範囲が 3 行にわたる場合と，4 行にわたる場合
の（2 × 2 × 2 = 8 通り）について，それぞれ同じ回数（3
回ずつ）行ってもらうことによって，選択範囲の開始・終
図 4 スワイプ操作による選択範囲の調整（スワイプ前）

Fig. 4 Moving end region handle by swipe on selected text
(before swiping).

了位置の場所と，改行の量（文章の量）に対する条件を統
制した．8 通りの試行を 3 回ずつ行うため，合計 24 回の試
行によって 1 セットのタスクが構成される．
我々は 12 名の被験者（21 歳〜35 歳，男性 10 名女性 2
名）に，3 つの文字範囲選択手法（Char/Word/Word2）に
ついて，1 回ずつ，合計 3 セットのタスクを，各セットの
あいだに十分な休憩をとりながら行ってもらった．被験者
は全員スマートフォンを日常的に利用しており，タッチパ

図 5 スワイプ操作による選択範囲の調整（スワイプ後）

Fig. 5 Moving end region handle by swipe on selected text
(after swiping).

ネル操作に習熟していた．手法の順序効果をキャンセルす
るため，3 手法による 6 通りの順序について，それぞれ 2
名ずつ割り当てた．実験の前に，10 分程度各手法における
表示の意味や操作を説明し，操作に慣れる時間を設けた．

たときに，図 2 や図 3 に示すように，単語区切り位置を表

なお，スワイプ操作については統制が難しいため実験では

示し，ユーザがどこにハンドルを移動できるかをフィード

使用せず，ハンドル操作のみを使用した．

バックすることにした．

4.1.1 実験システム
実験用の端末として，7 インチタブレット（Nexus7）を

3.2 選択範囲上でのスワイプ操作で選択範囲を調整する
機能

用いた．被験者には，24 回の文字列選択試行を 1 つずつ提
示し，正確に範囲選択が行われていれば，Answer ボタン

事前検討において，画面右端にある終端ハンドルをすこ

を押さなくても自動的に次の試行に移行する．正確に選択

しだけ先に移動する必要がある場合，右端から左端まで大

されるまでは次の試行に移行しない．また，1 セットのタ

きく左に動かす操作に時間がかかることが分かった．デス

スクに含まれる 24 回の試行を完了すると，自動的に初期

クトップ環境においては，文字列選択した後で SHIFT キー

画面（図 6）に戻る．実験システムによって，各試行の完

を押しながら左右のカーソルキーを押して終端位置を微調

了にかかった時間（ミリ秒）を計測した．

整する機能がある．これに近い操作をタブレット環境でも

4.1.2 実験タスクの自動生成
我々は，ブログやツイート文章等からの選択コピーや，

実現するため，我々は選択済みの文字列上で，右スワイプ
操作を行うことによってハンドル位置を微調整する機能を

電子書籍におけるハイライト（マーカ）機能を想定し，日本

追加した．本機能は，最初のロングタップ文字を含む右側

語文字列の部分選択を実験タスクとして設定した．ただし，

の，選択文字列上で右または左方向のスワイプ操作を行っ

評価実験で用いるタスク設定の条件を均一化するため，実

たとき，終端ハンドルがスワイプ操作量および方向に応じ

験タスクをプログラムによって自動的に構成するようにし

て移動する．図 4 は「パーセント」の「セ」の上でロング

た．まず，実験における文書については，Wikisource *2 の

タップしたときの画面である．ここで，
「セ」より右側の

内閣総理大臣所信表明演説を利用した．この文書を評価実

「ト」の上で右スワイプ操作を行うと，図 5 に示すように，

験で利用した理由は，話し言葉調でありながらくだけた表

終端ハンドルが右側に移動する．逆に，最初のロングタッ

現や特殊な略語が少なく，形態素解析の結果が信頼できる

プ文字よりも左側でスワイプ操作を行ったときは，始点ハ

ことと，ライセンス（CC BY-SA）が明確で利用しやすい

ンドルが移動する．最初のロングタップ位置を視認するた

ためである．
句点で分割したのち，1 文ずつ長さを調べながら連結し

め，タップ位置には灰色半透明のドットを表示している．

4. 実験
本章では，これまでに説明した実験システムを用いて，
被験者実験を行った結果について述べる．

ていき，文字数の合計が 390 文字を超えたら 1 つの文書
としてファイルに保存した．最終的に，400 文書のテキス
トファイルを作成した．テキストファイルは文書ごとに

Mecab で形態素解析を行い，単語条件および単語 + 助詞
条件に対応するグルーピングを事前に生成して保存した．

4.1 実験 (1) の方法
提案手法の基本的な特性を測るため，以下の条件

• 選択範囲の開始位置が画面の左側 or 右側
c 2016 Information Processing Society of Japan


本来の目的からはタブレット上で形態素解析を行うべきで
*2

http://ja.wikisource.org/wiki/カテゴリ：内閣総理大臣所信表
明演説
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図 6 メニュー画面

図 7 タスク開始画面

Fig. 6 Menu screen.

Fig. 7 Task started.

図 8

ロングタップ初期範囲選択

Fig. 8 Initial region by long-tapping.

あるが，今回は評価実験における処理時間の影響を排除す

には，Answer ボタンや，非常時に初期画面に戻るための

るため事前処理したデータを用いた．単語区切りや品詞情

Menu ボタン等が表示される．

報については，Mecab の出力をそのまま利用した．
実験タスクの均一性を高めるため，タスクが被験者に要

なお，今回の実験で使用したタブレットのディスプレ
イ表示領域は幅 95 mm，高さ 143.5 mm であった．1 行の

求する選択範囲の生成条件についても統制した．具体的に

幅 90 mm あたり，全角文字換算で 19 文字を表示した．そ

は，選択範囲の開始位置と終了位置について，画面の左側

の結果，全角 1 文字のサイズは幅・高さとも約 4.74 mm

にある場合と右側にある場合とで，タスク遂行にかかる時

（60 pixel）であった．横方向の文字間隔はなし（0 pixel）

間が変化することが考えられる．そのため，選択範囲の開

で，行の間隔は約 1.92 mm（25 pixel）であった．

始位置と終了位置について，各タスクで平等になるよう

図 8 に，
「国民の皆様」の「民」の上でロングタップし

に，実験試行の選択範囲を生成した．また，選択範囲の行

て，初期範囲選択したときの画面を示す．初期範囲選択で

数（分量）によっても縦方向のドラッグ量が異なることか

は，選択した単語と，その後に続く 2 単語，合計 3 単語が

ら，タスク遂行時間に影響する可能性がある．そのため，

選択された状態となり，青色半透明の始点ハンドルと，緑

各タスクにおいては選択範囲が 3 行にまたがる試行と，4

色半透明の終端ハンドルが表示される．また，選択済み領

行にまたがる試行が同じ回数ずつ出現するようにした．具

域が赤文字黄背景で強調表示されている．ここで，緑色の

体的な処理としては，まず開始文字をランダムに選択し，

終端ハンドルをドラッグすると，図 9 のように，選択領域

開始位置条件に合致していたら，選択範囲を文字区切り位

が変化する．

置を増やしながら，終了位置が行条件と位置条件に合致す

1 つの試行は，始点ハンドルと終端ハンドルをドラッグ

るまで繰り返していく．もし行数不足等で終了位置が定ま

によって操作し，青文字白背景の文字列のみを過不足なく

らなかった場合は，再度開始位置の選択からやりなおす．

すべて範囲選択した状態で画面から指を離すと，自動的に

ただし，句読点や閉じ括弧から始まる等，日本語の文章と

終了し，次の試行が開始される．もし，範囲選択が試行で

して不自然な範囲選択が自動生成された場合でも，とくに

定められた領域を超えた場合には，図 10 に示すように，

調整は行っていない．

超えた部分（オーバシュート部分）を赤文字ピンク背景で

4.1.3 実験システムの詳細
本項では実験システムの画面を用いながら，実験シス
テムの詳細について説明する．実験システムは Processing

for Android で作成した．

強調表示する．すべての試行が終了すると，1 セットのタ
スク終了となる．

4.1.4 実験 (1) の結果
実験の結果，12 名 × 3 セット × 24 試行 = 864 個の試

起動時のメニュー画面（図 6）では，文書セットを選択

行データを取得した．このうち，試行完了までにかかった

したのち，範囲選択手法を Char/Word/Word2 から選択す

時間が，6,000 ミリ秒以上のデータが 16 個存在した．この

る．範囲選択手法を選択すると，各試行でユーザに要求す

16 個の試行データの平均作業時間は 8,729 (msec) で，標

る選択範囲を事前に計算し，1 セットのタスクを準備する．

準偏差は 4,465 であった．これらのデータは，操作トラブ

その後，Start ボタンが有効になる．

ルにより，試行完了までに長い時間がかかった結果と思わ

Start ボタンを押すと，図 7 に示すように，タスクに含

れるため，この 16 個のデータを外れ値として除外し，残

まれる 1 つ目の試行について，文章と，試行を完了するた

りの 848 個の試行データをもとに，以降の分析を行うこと

めの選択範囲が青文字白背景で表示される．また，画面下

とした．
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図 9 終端ハンドルの操作

図 10 オーバシュート表示

Fig. 9 Operation of end region handle.

Fig. 10 Overshooted text.

図 11 Char/Word/Word2 手法の比較

図 12 選択範囲の行数による影響

Fig. 11 Comparison of Char/Word/Word2 methods.

Fig. 12 Eﬀect of target selection lines.

4.1.4.1 手法がタスク遂行時間に与える影響の分析
図 11 に，6,000 ミリ秒未満で完了した 848 個の試行デー

（t(11) = 0.63，p = .540）
，Word（t(11) = 0.27，p = .793）
，

Word2（t(11) = 0.24，p = .815）すべてにおいて，有意水

タにおける，Char/Word/Word2 手法の比較を示す．エ

準 5%において有意差は認められなかった．

ラーバーは標準誤差を示す．有意水準 5%において，一元配

4.1.4.3 選択範囲の開始位置と終了位置がタスク遂行時

置の分散分析を行った結果，Char/Word/Word2 手法の作
業時間の平均値に有意差が認められた（F(2, 33) = 13.81，

間に与える影響
次に我々は，Char/Word/Word2 のそれぞれの手法につ

p < .001）．有意水準 5%において，ボンフェローニの多

いて，選択範囲の開始位置と終了位置が作業時間に与える

重比較を行った結果，Char と Word（p < .001）
，Char と

影響について調査した．

Word2（p < .001），Word と Word2（p = .027）のそれぞ

3 つの手法について，2 つの開始位置 × 2 つの終了位置の

れについて，作業時間の平均値に有意差が認められた．こ

4 パターンに分けて，各被験者の作業時間の平均値を計算し，

のことから，提案手法である Word 手法は，従来手法であ

一元配置の分散分析を行った結果，Char（F(3, 44) = 2.01，

る Char 手法に比べて，作業時間を短縮するのに有効であ

p = .126），Word（F(3, 44) = 0.27，p = .848），Word2

るといえる．また，Word2 手法のほうが Word 手法より

（F(3, 44) = 1.55，p = .216）すべてにおいて有意差は認め

も，作業時間を短縮する効果が高いことが分かった．

4.1.4.2 選択範囲の行数がタスク遂行時間に与える影響
我々は，Char/Word/Word2 のそれぞれの手法について，

られなかった．
ただし，選択範囲の開始/終了位置と，作業時間の関係
を示したグラフ（図 13）からは，Word2 の RL は，他の

選択範囲の行数が 3 行の場合と，4 行の場合について，作

条件に比べて作業時間が短くなる傾向が読み取れる．この

業時間の平均値に差があるかどうかを調べた．図 12 に，

原因として，ロングタップによる初期選択範囲の終端と，

各手法と行数（3 or 4）について，作業時間の平均値と

タスクで要求された選択範囲の位置関係が影響していると

標準誤差をグラフで示す．3 つの手法 × 2 つの改行数の

考えられる．Word2 手法で選択開始位置が右側の場合，初

合計 6 パターンに分けて，各被験者の作業時間の平均値

期選択範囲（3 単語）の終端ハンドルが次行の左側に表示

を計算し，対応のある t 検定を行った．その結果，Char

されることが多い．そのため，タスクで要求された「左側
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図 13 選択範囲の位置と作業時間．L-L，L-R，R-L，R-R は選択領域の開始位置および終了
位置が画面の左右どちら側であったかを示している．

Fig. 13 Position of target selections and time. L-L, L-R, R-L, and R-R represent the
start/end positions of the target region (Left or Right).

の終了位置」に終了ハンドルを移動する際，下方向のみに

認できる．図 2，3 および図 4，5 に選択モード表示例を示

動かせばよく，左右方向の大きな移動が生じなかったと考

す．なお実験 (2) では，Char 手法との比較をしやすくする

えられる．

ため，単語 + 助詞による方式（Word2）は用いず，単語区

4.1.5 実験 (1) の考察

切り（Word）のみを対象とした．

今回の実験の結果，手法がタスク遂行時間に与える影響

実験 (2) で与えるタスクの選択範囲として，選択終了位

について，統計的な有意差が現れた．とくに Word 手法と

置が必ず単語の境界と一致する条件（境界一致）と，必ず

Word2 手法について，Word2 手法のほうがタスクを短時

単語の境界と一致しない条件（境界不一致）の 2 種類を設

間で遂行できたことから，文字列の区切り数が少ないほど，

定した．
「境界一致」条件では，選択範囲の最後に含まれる

タスク遂行時間を短縮できる効果が高いことが確認できた．

単語と，その直後の単語のうち，どちらかは必ず 2 文字以
上になるように設定した．
「境界不一致」条件では，選択

4.2 実験 (2) の方法

範囲の最後に 2 文字以上の単語を仮設定し，その単語を二

実験 (1) では基本的な特性を調査したため，タスクに含

分する位置までを選択範囲とした．たとえば単語が 2 文字

まれる各試行は，手法におけるグルーピング単位を考慮し

または 3 文字であれば，単語末尾の文字から 1 文字戻った

て構成した．そのため，グルーピング単位を分割するよう

ところまでが選択範囲となる．また，範囲選択タスクは必

な文字列選択タスクを含めた場合の有効性は不明であった．

ず画面左側上部から始まり，画面右側で終了するよう設計

また，選択行数が 3 行と 4 行の場合のみを検討したが，実

した．

際はより多くのテキストを範囲選択する可能性がある．

4.2.2 被験者への教示と収集データ

そこで，実験 (2) では，ハンドルの操作速度によって単

実験 (2) のタスクは，2 行，4 行，8 行，12 行のそれぞれ

語単位の選択モードと，文字単位の選択モードを自動的に

の行数について，それぞれ「境界一致」と「境界不一致」の

切り替える仕組み（WordFlex 手法）を導入して，Char 手

条件を 2 回ずつ，合計 4 × 4 の 16 回の試行を連続で 2 セッ

法と比較した．また，選択範囲行数の影響を確認するため，

ト，合計 32 回の試行で構成した．実験 (1) の被験者とは異

2 行/4 行/8 行/12 行の 4 種類の行数をタスクとして生成

なる 12 名の被験者（21 歳〜37 歳，男性 9 名女性 3 名）に，

した．

10 分程度 Char 手法と WordFlex 手法について練習させた

4.2.1 実験 (2) システムの詳細

のちに，32 回の試行を各手法で 1 回ずつ操作してもらっ

実験 (2) で用いた実験システムの詳細について述べる．

た．この際，手法の順序効果をキャンセルするため，2 通

基本的な機能は実験 (1) で用いたシステムと同じであるが，

りの順序について 6 名ずつ割り当てた．また実験用文書に

WordFlex 手法ではハンドルを上下方向に秒速 1 行間以上，

ついても 6 種類を用意し，カウンタバランスをとった．被

または左右方向に秒速 5 文字幅以上の速度で動かした場合，

験者には，あらかじめ終了位置の境界条件が 2 回ずつ生成

Word 手法と同様の単語単位（Word モード）での選択を行

されることを説明した．

う．どちらの条件も満たさなかった場合は，Char 手法と

実験 (1) ではタスク全体の時間を記録したが，範囲選択

同様の文字単位（Char モード）での選択を行う．被験者

をロングタップで開始するまでの時間や，始点ハンドルの

は，単語区切りの縦棒の太さ（Word モードのとき 3 pixel，

調整にかかる時間によってばらつきがあった．そのため，

Char モードのとき 1 pixel）によって，現在のモードを視

実験 (2) では終端ハンドルのみの操作時間（始点ハンドル
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が正しく設定された時刻から，選択完了までの時間）を計

一致のとき，手法に有意差が認められた（F(1, 11) = 17.9，

測した．このことも被験者には事前に説明し，開始ハンド

p < .01）．WordFlex 手法において，境界条件に，有意差

ルを先に調整するよう指示を行った．ただし全体の操作時

が認められた（F(1, 11) = 97.2，p < .01）
．Char 手法にお

間についても，なるべく短縮するように指示し，開始ハン

いて，境界条件に有意差はなかった．

ドルを調整するまえに時間をかけて選択終了位置の状況を
確認することは禁じた．

境界条件と行数については，行数が 4 行のときを除き，
境界条件に有意差が認められた．有意水準 5%において，

スワイプ操作については難易度が高く，実験の統制が難

ボンフェローニの多重比較を行った結果，境界一致のとき

しいと考え，実験 (2) でも実験 (1) と同様に使用しなかっ

は 4 行と 8 行を除き，すべての行数条件間において有意差

た．ただし，今後の検討材料とするため，実験後に被験者

が認められた．境界不一致のときは 2 行と 4 行を除き，す

にスワイプ操作を試用してもらい，操作感についての自由

べての行数条件間において有意差が認められた．

なコメントを収集した．

4.2.4 実験 (2) の考察

4.2.3 実験 (2) の結果

WordFlex 手法は，選択範囲の終端が単語境界と一致す

12 名 × 2 つの手法 × 2 つの境界条件 × 4 つの行数 × 4

るときは文字区切り数削減の効果があるため比較的選択し

試行 = 768 個の試行データを取得した．このうち，習熟度

やすい．実験結果でも有意傾向がみられた．しかし単語境

の違いを考慮し，同一条件で行った 4 試行のうち，各被験

界と一致しないときは一度ハンドル操作速度を落としたり，

者が短時間で完了した 2 試行の操作時間データのみを利用

ハンドルを止めたりする必要があったため，有意に時間が

した．その結果を図 14 に示す．エラーバーは標準誤差を

かかっていた．被験者には事前に境界条件の出現パターン

示す．

を教示したが，一連のタスクに 2 条件の試行を混在させて

有意水準 5%において，三元配置の分散分析（3 要因参加
者内計画，2 手法 × 2 つの境界 × 4 つの行数）を行ったと

いたため，被験者は境界条件を意識しながらハンドル動作
方針を切り替える必要があり，負担が大きかった．

ころ，手法と境界，境界と行数に，交互作用が認められた

実験 (1) における 3 行と 4 行の条件では確認できなかっ

（F(1, 11) = 108.6，p < .01，F(3, 33) = 6.22，p < .01）
．単

たが，実験 (2) では行数による効果を一部確認できた．4

純主効果の検定を行ったところ，境界一致のとき，手法に

行のときの WordFlex（境界一致）の作業時間が長い原因

有意傾向がみられた（F(1, 11) = 4.58，p = .056）
．境界不

としては，ロングタップ直後に被験者（全員右利きであっ
た）の手で選択範囲の終了位置が隠れやすいため，選択範
囲の終端と単語境界が一致しているかどうかの判断が遅れ
たことが影響している可能性がある．
これらの結果から，WordFlex 手法は選択範囲の終端が単
語の境界と一致するときには比較的有利に機能するが，一
致しないときは Char 手法よりも効率が悪いことが分かっ
た．このことから，WordFlex 手法の実用性や有効性は，実
際に適用する範囲選択タスクのうちの，境界一致/不一致
の割合に依存する．

4.2.5 スワイプ操作に対するコメント
実験のあとで，被験者にスワイプ操作を説明し，試用し
てもらったうえでコメントを収集した．
「ロングタップ直
後の初期選択範囲が短いと，スワイプ操作がしにくい」
「調
整が難しいが，慣れれば選択文字列上をなぞるだけでよい
ので，手をあまり動かさずに済みそう」
「スマートフォンを
片手で持って文字選択範囲を微調整するときに使えるかも
しれない」といった意見が得られた．

5. まとめと今後の課題
本研究では，日本語文を対象としたタブレット端末上で
の文字列範囲選択タスクにおける，単語単位および単語＋
図 14 実験 (2) の結果．エラーバーは標準誤差を示す

助詞単位でのグルーピングの影響を比較調査した．その結

Fig. 14 Result of experiment (2). The error bars represent

果，文字列の区切り数が少ないほうが，文字列範囲選択タ

standard errors.
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切りと文字区切りをハンドル移動速度に応じて動的に切り

[9]

替える手法について実験を行った結果，選択範囲の終端が
単語の境界と一致するタスクにおいては作業時間が減少す
る傾向がみられた．
これらの結果は，今後のタブレットやスマートフォンに
おける使いやすいインタフェースの開発につながることが

[10]

Wallace, G., Biddle, R. and Tempero, E.: Smarter Cutand-Paste for Programming Text Editors, Proc. 2nd
Australasian Conference on User Interface, AUIC ’01,
pp.56–63, IEEE Computer Society, Washington, DC,
USA (2001).
Kerr, R. and Stuerzlinger, W.: Context-sensitive Cut,
Copy, and Paste, Proc. C3S2E Conference, C3S2E ’08,
pp.159–166, ACM, New York, NY, USA (2008).

期待できる．近年のタブレット端末やスマートフォンは，
日本語形態素解析を行うのに十分な処理能力を備えてい
る．そのため，選択対象文のコンテキストを考慮した，単

三浦 元喜 （正会員）

語単位や単語＋助詞単位でのグルーピングを行うことは十
分現実的である．必要な計算リソースを最小にする方策と

1997 年筑波大学第三学群情報学類卒

して，最初のロングタップを行っているあいだに，その周

業．2001 年筑波大学大学院博士課程

辺の文章から順次解析を行っていくことも考えられる．

工学研究科修了．博士（工学）．同年

今後の課題としては，文字の大きさによる影響や，動的

筑波大学電子・情報工学系助手．2004

に選択単位を切り替える場合における適切な段階数やタイ

年より北陸先端科学技術大学院大学知

ミング，スクロール操作やズーム操作をともないながら，

識科学研究科助手（2007 年より助教）
．

より多くの行数を選択するときの特性等について検討する

2009 年より九州工業大学大学院工学研究院基礎科学研究

ことがあげられる．

系准教授．モバイルインタフェース，教育支援等に関する
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