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デスクトップ作業タスクの分類化とタスク予測に基づく
アンビエントな作業支援システムの提案
齋藤晴紀†1

川口正太郎†1
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概要：我々は，オフィス等におけるデスクトップ作業を情報面と物理面から支援する Autonomous Interactive Desk
Environment（AIDE）を提案している．本研究では，PC 上のウィンドウと机上の実物体を自律可能なエージェント
として扱い，ウィンドウと実物体が適切なタイミングで適切な位置へ移動するためのエージェント化メカニズムの
構築を行った．その上で，エージェント化メカニズムを実装した作業支援システムを用いて，デスクトップ作業の
分類化と分類結果に基づくタスク予想を行い，評価した．
キーワード：エージェント，デスクトップ作業支援，ウィンドウ制御，オブジェクト制御
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1. はじめに
近年，コンピュータ・ハードウェア技術，センシング技
術の発展により，ネットワーク空間だけでなく，我々の行

Kosuke Shinoda†1

Satoshi Kurihara†1 †2

スクを予測して，ウィンドウや実物体自身が自律的にタス
クに沿った適切な配置場所に移動する，インタラクティブ
デスクトップ作業支援システム(AIDE：Autonomous
Interactive Desk Environment) を提案している．

動やリアルタイムの環境情報などの実世界の情報を収集・

本研究では，インタラクティブデスクトップ作業支援 1

解析することが容易になってきている．このような背景か

システム「AIDE」において，ウィンドウによるタスク予

ら，実空間のモノにセンサを組み込み，収集した情報はネ

測とそのタスク分類化に基づく，ウィンドウと実物体のエ

ットワークを介して，実空間とネットワーク空間を相互に

ージェント化メカニズムを構築する．また，構築したシス

アクセス可能とするIoT(Internet of Things)[1] の研究が盛

テムを評価することで今後の課題について検討する．

んに行われている．さらに，IoT技術を用いたデバイスを
使って，人の活動を予想し，その活動を拡張・支援する
「アンビエントシステム」に関する研究が注目されている

2. 関連研究
デスクトップ作業に関するアンビエントシステムの研究

[2][3]．アンビエントシステムは，個々のユーザの行動に

として，清川ら[7] はオフィス環境における個々人の状態

適したインタラクションを提供するため，各ユーザの詳細

を認識し，その状態に合わせて照明や空調， BGM などを

な行動情報をセンシングから取得する必要がある．したが

制御することで作業支援を行う知的オフィスチェア「オー

って，家庭環境における個人のユーザを対象とした生活環

エンス・ルイス」を提案している．実際に試作されたオー

境の向上に注目した研究が多い [4][5]．本研究では生活環

エンス・ルイスの概観を図1 に示す．

境の中でもデスクワークに注目し，オフィスなどで行われ

イスはユーザの状態を各種センサでセンシングし，眠気や

る，デスクトップ作業の快適性の向上に注目する．

集中度といったユーザの疲労度を推定する．このシステム

デスクトップ作業では，ユーザは作業毎にディスプレイ

オーエンス・ル

は推定結果に基づいて，ユーザに与える揺動と照明，

上のウィンドウや机上のノート，ペンなどの実物体の配置

BGM を制御してユーザの覚醒を促す．このインタラクシ

操作を行う．しかし，この操作はユーザ自身の手で行わ

ョンには生物システムの環境適応メカニズムの非線形数理

れ，煩わしさを感じることがある．ユーザがストレスフリ

モデルである「アトラクター選択モデル[9]」が用いられ

ーで効率的に作業を行うためには，それぞれの要素自身が

ている．このモデルを用いることでユーザがどのような状

ユーザの意図を予測して自律的に動くことが望ましいと考

態からでも，結果的にその状態が改善されるまで作業環境

える．そこで，藤田ら[6] は，ウィンドウや実物体を「自

が変化するという，しなやかな制御を実現する．また，ユ

律行動可能なエージェント」として扱い，ユーザが行うタ

ーザの情報の要求度といった作業効率的な状態を推定し，
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ユーザの行動を妨げないタイミングでインタラクションを
行う研究も行われている．田中ら [10]は，他のユーザから
の会話要求や情報システムからの提示要求を一括して仲介
し，割り込み拒否度に基づいてインタラクションを行う秘
書エージェントを開発している．秘書エージェントはユー
ザのPC 操作履歴と頭部運動履歴からユーザのデスクワー
ク中の割り込み拒否度を推定し，視線制御による提示要求
アピールを行う．これらの研究では，目には見えない精神
的な状態や行動の状態を推定してその状態に合わせたイン
タラクションを行っている．しかし，デスクトップ作業環
境における作業の内容を理解し，作業そのものを支援する
インタラクションは行われていない．デスクトップ作業環
境において，環境の快適さを向上するインタラクションの

図 1

オーエンス・ルイス試作システムの概観[8]

他に，ユーザの行う作業の内容を理解し，効率的に作業を
こなすために協調して支援するシステムを考える必要があ
る．

3. AIDE : Autonomous Interactive Desk
Environment
3.1 AIDE の構成
AIDE の概観を図 2 に示す．AIDE はデスクトップ作業
における個々人の作業を支援することを目的としている．
また，ユーザが通常のデスクトップ作業を行えるように，
ディスプレイを正面に設置し，本や書類，メモ帳等の実物

図 2

AIDE の外観

体とディスプレイ上のウィンドウを見比べやすくするた

ログラミングソフトと論文作成用ソフトがユーザにとって

め，机部分にもディスプレイを設置し，机自体を情報提示

見比べやすい位置・サイズへと変化する．

可能なデバイスにしている．実物体の自律的移動手段のた

3.2.2 エージェント化した実物体の動作例

めに，ロボットアームと Web カメラを設置している．

エージェント化した実物体の作業支援の例を図 4 に示

Web カメラは卓上全体を俯瞰できる位置に設置しており,

す．図 4 のように，ディスプレイ上に PDF や Power Po-

実物体の認識・情報取得に使用する．Web カメラから得

int，Word といったウィンドウが存在している状態でユー

られた情報をもとにロボットアームによって実物体を把持

ザが書類を机の上に持ってきたとき，AIDE はディスプレ

し，移動するという動作を想定している．ロボットアーム

イ上に表示されているウィンドウと机上の実物体の組み合

は，ユーザの作業の妨げにならないように，机の奥側に二

わせから，ユーザはホチキスで書類を留めると予測する．

台設置している．

次に，エージェント化したホチキスが，ロボットアームと

3.2 AIDE

いう移動手段を用いてユーザのホチキスを普段使用してい

AIDE は個々人の作業情報を取得し，その情報からユー

る位置へ移動する．そして，ユーザが使い終わったホチキ

ザの癖や作業で良く使用するウィンドウや実物体を判断す

スを先述した位置から離れた位置に置くと，エージェント

るため，ユーザによって作業支援内容が変化する．本節で

化したホチキスはロボットアームによって普段置かれてい

は，エージェント化したウィンドウと実物体についてそれ

る位置へ移動して自ら片付けられるというインタラクショ

ぞれの動作例について述べる．

ンを実行する．AIDE では，ディスプレイ上に表示してい

3.2.1 エージェント化したウィンドウの動作例

るウィンドウのアプリケーション名や，机上に存在する実

エージェント化したウィンドウの作業支援例を図 3 に

物体の種類・配置位置などの関係性から，ユーザの行う作

示す．ディスプレイ上にプログラミング用ソフトとブラウ

業を予測し，予測した作業に関連するウィンドウ・実物体

ザが存在している場合，AIDE は「ユーザはブラウザを参

が，その作業に対して適切な配置位置に自律的に移動す

照しながらプログラミングをする」という作業と判断す

る．本研究では，エージェント化したウィンドウと実物体

る．そして，ユーザが新たに論文作成用ソフトを起動した

をそれぞれ「ウィンドウエージェント」「オブジェクトエ

とき，AIDE は「プログラムコードを参照しながら論文を

ージェント」と呼ぶ．

作成する」という作業に変化したと判断し，参照されるプ
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4. エージェント化メカニズムの提案
各エージェントが自律的に動作するには，ユーザが行う
タスクの推定と，タスク毎の各ウィンドウと実物体の配置
位置および動作条件の設定が必要である．そこで，始めに
ユーザのウィンドウ配置履歴と実物体配置履歴を取得す
る．デスクトップ作業では PC を用いた作業が中心となる
ため，タスクをウィンドウの状態から判断する．したがっ
て，ウィンドウ配置履歴からユーザが行ったタスクを抽出
し，そのタスクに基づいて各エージェントを設定する．
4.1 ウィンドウエージェントの設定
ウィンドウのエージェント化は，始めに，ウィンドウ
配置履歴からタスクを抽出する．次に，抽出したタスクの
中でエージェントとして機能するウィンドウを決定し，各
タスクにおけるエージェントの配置位置を決定する．最後
にウィンドウエージェントとして動作する条件を設定す
る．
4.1.1 タスクの抽出
本研究では，タスクを「ユーザがある目的を持って行う

図 3

エージェント化したウィンドウの動作例

(ディスプレイ上にプログラミング用ソフトとブラウザが存在し

作業」と定義し，そのタスクにおいてユーザが使用するウ

ている状態で，ユーザが新たに論文作成用ソフトを起動したと

ィンドウを「タスクメンバー」と呼ぶ．このタスクメンバ

き，ブラウザを参照しながらのプログラミングという作業から，

ーの組み合わせが変化したとき，ユーザが行うタスクは変

プログラムコードを参照しながらの論文作成という作業に変化し

化したと考えられる．

たと判断し，参照されるプログラミングソフトと論文作成用ソフ

しかし，タスクメンバーの組み合わせだけでタスクを

トがユーザにとって見比べやすい位置・サイズへと変化する．)

判断することは正確にタスクを抽出できない場合がある．
例えば，「英語論文を読む」タスクではメインウィンドウ
がAdobe Acrobat Reader DC，サブウィンドウがGoogle

Chrome と考えられるが，「英語論文を検索する」タスク
ではメインウィンドウが Google Chrome，サブウィンドウ
がAdobe Acrobat Reader DC と考えられる．また，タスク
が変化しても閉じられずにそのままディスプレイに残って
いるウィンドウのようにタスクメンバーの組み合わせだけ
ではタスクを切り分ける判断ができない．そこで，ウィン
ドウの移動距離や表示している割合，表示される順番等の
変化を考慮したタスク抽出条件を次のように設定する．
(1)

ウィンドウの中心座標が 10cm 以上移動した

(2)

表示順が 2 以上変化した

(3)

表示率が 0.3 以上変化した

この条件を満たすウィンドウ数がその時刻に表示されてい
るウィンドウ数の 1/4 以上であればタスクが変化したと判
断する．
4.1.2 タスクメンバーの抽出
各タスクにおけるタスクメンバーを抽出するために，各
文書を特徴付ける単語を抽出する際に用いられる TF-IDF
アルゴリズム[11] を応用する．このアルゴリズムは，文
書内で頻出する単語はその文書を特徴付ける上で重要であ
り，どの文書にも現れる単語は文書を特徴付ける上で重要
ではないとするアルゴリズムである．ある文書における単
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図 4

エージェント化した実物体の動作例

(ディスプレイ上の Power Point とユーザが持っている書類から，
ユーザが行う作業を予測しホチキスがロボットアームという移動
手段を用いて自律的に移動する．)
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4.2.2 タスククラスタの定義

出現頻度の逆数IDF値を掛けることにより，文書内におけ

タスククラスタとは，抽出したタスク群から「目的が同

る各単語の重要度の値 TF_IDF値を求め，TF_IDF値から文

じでウィンドウ状況が似ている」タスクを分類して生成さ

書を特徴付ける単語を抽出する．

れたタスクの集合である．

本研究では，この考え方をタスクメンバーの抽出に適

タスクはウィンドウ環境によって抽出されるため，オブ

用する．TF-IDFアルゴリズムにおける「文書」は，本研

ジェクト環境はタスクの決定に依存しない．そのため，オ

究において「タスク」に相当し，「単語」は「ウィンド

ブジェクトエージェントはタスクごとにインタラクション

ウ」に相当する．あるタスクにおいて頻出するウィンドウ

を決定した場合，同様のインタラクションが重複してしま

は，そのタスクを特徴付ける上で重要であり， Twitterや

う．したがって，オブジェクトエージェントのインタラク

Facebook等，どのタスクにも現れるウィンドウは重要で

ションにはタスククラスタを用いる．

はない．そこで，各タスクにおけるウィンドウ毎の使用頻

例えば，ブラウザ画面を印刷するタスクではタスクメン

度WF(Window Frequency) と，各タスクにおけるウィン

バーは「Google Chrome」と「印刷プロパティ」で構成さ

ドウ毎の出現頻度の逆数である ITF(Inverse Task Frequen-

れる．また，論文などの資料を印刷するタスクではタスク

cy)値を算出し，WF_ITFの値からタスクメンバーを決定

メンバーは「Adobe Acrobat Reader DC」と「印刷プロパテ

する．

ィ」であることから，この 2 つのタスクは「ユーザが閲覧

4.1.3 タスク毎の各ウィンドウの配置位置の決定

している資料を印刷する」というタスククラスタに分類さ

タスク毎の各ウィンドウの配置位置は，タスク毎に各ウ

れる．この 2 つのタスクにおいて，ウィンドウエージェン

ィンドウが最も存在していた時間が長い座標から設定す

トはウィンドウ毎にタスクに適した位置へ移動する．オブ

る．タスクとは無関係なウィンドウに関しても同様に配置

ジェクトエージェントは 2 つのタスクにおいてもホチキス

座標を決定する．

を同じ位置へ配置する．

4.1.4 ウィンドウエージェントの配置動作条件の設定

4.2.3 オブジェクトエージェントの配置の位置の決定

タスクの判別は，現在のディスプレイ上に表示されている

抽出したタスクと同時刻の実物体履歴から，各タスクク

ウィンドウ群と，ウィンドウ配置履歴から抽出した各タス

ラスタの実物体の配置位置を設定する．オブジェクトエー

クのタスクメンバーのコサイン類似度を計算し，最も類似

ジェントは，ユーザのタスククラスタに適した位置へ実物

度が高いタスクを，ユーザが行うタスクと判定する．

体を移動するインタラクションと，使用した実物体を片付

各ウィンドウエージェントは，タスクの変化時にディ

けるために実物体を普段配置している位置へ移動するイン

スプレイ上に存在するウィンドウが「タスクメンバーであ

タラクションの 2 つを想定している．そのため，普段配置

ること」，「動作後の座標と動作前の座標が十分に離れて

している位置とタスククラスタ毎に使用する配置位置を設

いること」という条件を満たした際に動作する．

定する．普段配置している位置は，抽出した全実物体配置

4.2 オブジェクトエージェントの設定

履歴における平均値とする．また，タスクで使用する配置

オブジェクトエージェントは，実物体配置履歴のみでタ

位置は，タスククラスタ毎の実物体配置履歴の平均値とす

スクを判断することが困難であるため，タスク毎の設定は

る．

行わない．そこで，4.1.1 節で抽出したタスク群から「目

4.2.4 オブジェクトエージェントの配置動作条件の設定

的が同じでウィンドウ状況が似ている」タスクを分類し

オブジェクトエージェントが実物体の配置移動を行う条

て，クラスタを生成する．オブジェクトエージェントは，

件は，オブジェクトエージェントが実行するインタラクシ

生成したクラスタ毎に配置位置や実行条件を設定する．

ョン毎に設定する．条件の設定には，実物体の普段配置し

4.2.1 タスクの分類

ている位置とタスククラスタ毎に適した位置，そしてタス

タスクの分類には k-means 法を用いる．k-means 法は事
前にクラスタ数を決定する必要がある．初期のクラスタ数
k の決定には，クラスタ数を変更しながら複数回クラスタ
リングを実行し，その中から最適な初期クラスタ数を決定
する．
本来，クラスタ数は評価関数を最小にするクラスタ数を
選ぶ方法や自動的にクラスタ数を決定することが望ましい

クでよく使用される実物体の 3 つの情報を用いる．
(1)

タスクに適した位置へ実物体を移動するインタラク
ションの動作条件の設定
オブジェクトエージェントにてあるタスクにおけ
る，よく使用される実物体は配置履歴からタスク毎
の各実物体とユーザの右手・左手との距離を計算
し，最小値の距離を持つ実物体とする．

が，本研究ではデータ取得対象者が一人であり，タスクの

タスククラスタ内でよく使用される実物体を抽出

内容から適切なクラスタ数を考慮して人手による決定を行

し，タスクに適した位置へ実物体を移動するインタ

った．

ラクションは以下の条件をすべて満たすときに実行
する．
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表 1 タスクメンバー検出精度検証実験結果

は 2 番目に重要な実物体である
 対象の物体がそのクラスに適したい力 10cm 以上離
れた位置におかれている．
 対象の物体がユーザの右手または左手から 5cm 以上
離れた位置におかれている．

被験者 A

被験者 B

被験者 C

タスク 1

0.67

0.8

0.8

タスク 2

0.67

1.0

1.0

タスク 3

0.67

1.0

1.0

タスク 4

-

0.8

1.0

タスク 5

-

-

1.0

使用した実物体を片付けるインタラクションの動作

(2)

条件の設定

表 2 ウィンドウエージェントの配置動作の評価結果

使用した物体を片付けるために実物体を普段配置

被験者 A

被験者 B

被験者 C

している位置へ移動するインタラクションは，タス

タスク 1

良い

やや悪い

やや良い

ククラスタ内でよく使用する実物体に依存せずに実

タスク 2

悪い

やや悪い

良い

行する．このインタラクションは以下の条件をすべ

タスク 3

やや良い

良い

良い

て満たすときに実行する．

タスク 4

-

やや良い

やや悪い

タスク 5

-

-

良い

 対象の実物体がユーザのタスククラスタに適した位
置の 10cm 以内におかれていない
 対象の実物体が普段は位置している位置から 10cm
以上はなれた位置におかれている
 多少の実物体がユーザの右手または左手から 5cm 以
上離れた位置におかれている

5. 各エージェントの評価実験と考察

表 3

オブジェクトエージェント動作評価結果
配置位置

タイミング

タスク 1

やや良い

やや良い

タスク 2

やや良い

やや良い

タスク 3

良い

やや良い

タスク 4

やや悪い

やや悪い

タスク 5

やや良い

やや悪い

実装したウィンドウエージェントとオブジェクトエージ
ェントの配置動作を評価するための実験を行った．
ウィンドウエージェントの評価では，タスクメンバー検

5.3 オブジェクトエージェントの配置動作の評価
オブジェクトエージェントの動作評価の実験では，被験

出精度実験と，ウィンドウエージェントの配置動作の評価

者1人でAIDE環境下でのタスクを5つ想定し，順番にその

実験を行った．オブジェクトエージェントの評価では，エ

タスクを実行してもらう．各タスクで用いたオブジェクト

ージェントの配置位置と動作タイミング精度の評価実験を

エージェントが被験者の想定する通りに動作したか，動作

行った．

結果に対して前章と同様の基準で評価を行ってもらう．

5.1 タスクメンバー検出精度検証実験
タスクメンバー検出精度検証では，被験者は 3 名で，
各々の PC で 3 週間以上ウィンドウ配置履歴を取得した．
そして，被験者が用意した正解データとシステムが検出
したウィンドウを比較し，F-尺度を用いて評価を行った．
各被験者の各タスクにおける F 値を表 1 に示す．12 種類

評価結果を表3に示す．配置位置は想定した全てのタス
クで「良い」「やや良い」という評価であったが，タイミ
ングは5種類のタスクにおいて3種類のタスクが「良い」
「やや良い」という結果であった．
5.4 結果の考察
タスク判別のためのタスクメンバー検出精度実験では，

のタスクにおいて，9 種類のタスクの F-尺度が 8 割以上で

12 種類のタスク中，9 種類のタスクの F-尺度は 8 割を超

あった．

えており，残り 3 種類のタスクの F-尺度も 6 割を超えた

5.2 ウィンドウエージェントの配置動作の評価

ことから，本研究の提案手法によるタスクの抽出精度は概

ウィンドウエージェントの動作評価の実験では，タスク

ね良い結果であるといえる．しかし，どのタスクにも関係

メンバー検出精度検証実験と同じ被験者とタスクを用い，

ないウィンドウがタスクメンバーとして検出された結果も

被験者にはタスク毎のウィンドウエージェント動作につい

得られた．このことから，タスクメンバーの抽出に使用す

て次の尺度で評価をしてもらった．

る WF-ITF の閾値の調整が必要であることが分かった．

良い：位置の調整が必要ない，またはタイミング良い

また，F-尺度が低かったタスクでは，ウィンドウタイト

やや良い：位置を微調整が必要，または配置が少し遅い

ルが本研究で作成したタスクメンバー抽出プログラムでは

やや悪い：位置の調整が必要，または配置が遅い．

対応できなかったウィンドウが含まれていた．本研究では

悪い：見当違いな動作を行った．

ウィンドウのタイトルを元にしているが，想定していない

評価結果を表2 に示す．12種類のタスクにおいて， 8

タイトル表記が発生したことが原因であった．この抽出漏

種類のタスクが「良い」「やや良い」という評価であっ

れを改善するには，タイトル表記が例外であるアプリケー

た．

ションに対してユーザ毎に対応する必要がある．
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の研究にも取り組んでいる．Portable-AIDE の開発に向け

のタスク中 8 種類のタスクのウィンドウエージェントの

て，本システムの実装にて得られた課題を改善していくと

動作の評価は「良い」「やや良い」であった．しかしなが

同時に，個々のユーザに対してのインタラクションを最適

らウィンドウの再現率がよくても評価として「悪い」とな

化していく必要がある．具体的には，システムからユーザ

ることがあった．この原因の 1 つに，同一名のウィンドウ

に一方的にインタラクションを働きかけるのではなく，イ

クラスがタスク中で使用されるとき，各ウィンドウの配置

ンタラクションを行った後に，インタラクションの妥当性

位置を正しく設定できていなかったことが挙げられる．こ

をシステム自身が判断し，学習フェーズにフィードバック

れらのウィンドウが正しく動作するために，配置履歴中に

することでよりユーザに適したシステムの構築を目指す．

同じウィンドウクラスを持つウィンドウが複数存在する場

インタラクションの妥当性を判断するために，インタラク

合は，複数の配置位置を設定可能にする必要がある．

ションに対するユーザのリアクションを画像センサ等から

オブジェクトエージェント動作の評価実験では，被験
者が用意した 5 つのタスクに対して 4 つが「やや良い」

検知し，リアクションの有無をインタラクションの妥当性
を判断する評価値として利用することを検討している．

「良い」という評価であり，実物体をタスク毎に適した配
置位置へ移動できたといえる．しかし，ロボットアームの

謝辞

把持の失敗や机上の実物体のデータ取得に遅延が生じてし

ナソニック株式会社）に，感謝いたします．

AIDE 研究の前任者である兒島賢三郎氏（現在，パ

まうことから，ユーザにとって最適なタイミングでインタ
ラクションを実行することが困難であることが分かった．
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