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キーワードマップ上での気づかせ支援による
意思決定へ及ぼす影響に関する考察
梶 並 知 記†1
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近年，Web から情報を収集し，情報分析を行ったうえで意思決定を行うことが一般
的になっている．キーワードマップは，意思決定のための情報分析作業を支援する，情
報分析インタフェースの 1 つであり，ユーザの視点に応じて情報オブジェクトのラベ
ルであるキーワードを配置する．しかしながら，現在の視点において関連の強いキー
ワードどうしが近くに配置されるため，ユーザは，異なる視点から見た場合の，意思
決定において重要な関連に気づきにくいという問題がある．本稿では，キーワードマッ
プに「気づかせ機能」を導入し，どのような場合に有効かを検証する．気づかせ機能
は，ユーザが現在の視点では見つけにくいものの，意思決定に影響を及ぼすと考えら
れるキーワード間の関連を提示するものである．提示すべきキーワードとリンクが満
たすべき条件を，（1）ユーザの現在の視点から見ると関連が弱い，（2）現在の視点と
は異なる視点から見るときわめて関連が強い，（3）ユーザの着目したキーワードを中
心としたクラスタに属さないが近隣にあるキーワードとし，キーワードマップに実装
する．気づかせ機能がどのような場合に有効か，ユーザの情報分析戦略・戦術の観点
と，考慮集合の大きさの観点から検証する．意味のある多様な選択肢を用意した物語
作成課題を被験者に行ってもらった結果，被験者がリンクを重視する戦略と，物語を
拡大させる戦術を採用した場合に，最も効果を発揮することを示す．

Investigation of Eﬀect of Awareness Support
on Decision Making on Keyword Map
Tomoki Kajinami†1 and Yasufumi Takama†2
Recently, we usually make decision through gathering and analyzing information from the Web. A keyword map is a kind of information analysis interfaces
for supporting information analysis for decision making, arranges keywords as
information object’s labels according to user’s viewpoint. However, because
keywords are arranged close according to relationship between keywords from
current user’s viewpoint, a user is hard to ﬁnd important hidden relationships
for decision making from other viewpoints. This paper introduces an awareness
function to a keyword map and investigates in what situation he/she uses it.
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The awareness function presents hidden relationships inﬂuencing decision making. Requirements of presenting keywords and relationship between keywords
are as follows: (1) relationship is week from user’s viewpoints, (2) relationship is
strong from diﬀerent viewpoints, (3) keywords are in the close of clusters including keywords focused by a user. We investigate eﬀectiveness of the awareness
function through subjective experiment. Experimental result shows that the
awareness function is most eﬀectives when subjects accept strategy of importance to links and tactic of extending story.

1. は じ め に
近年，日常生活において，Web から情報を収集し，収集した情報を分析し，意思決定に
役立てることが行われるようになっている10),16) ．インターネットインフラの整備にともな
い，多量の情報を収集する作業への敷居が低下しているが，Web には個人によって発信さ
れた主観的な情報も含んでおり，ユーザの情報分析の負荷は増大している．
情報分析作業を通した意思決定の支援に，多量の情報を分かりやすくユーザに提示する情
報可視化技術3) の応用が考えられている．日常生活での代表的な意思決定場面でるオンラ
インショッピングを対象としたインタフェース12) や，個人による情報発信が活発な現状を
考慮し，人により評価の分かれる情報を対象にしたインタフェース4) ，人による評価の変化
を可視化するインタフェース15) などが提案されている．
キーワードマップは，個人ユーザを対象にした，意思決定のための探索的な情報検索・分
析作業を支援するインタフェースの一種であり，情報オブジェクトのラベルであるキーワー
ドを，キーワード間の関連に応じて 2D 平面上に配置するシステムである6) ．キーワード間
の関連には複数の属性（関連属性）が含まれ，それらの重みをユーザが制御することによ
り，キーワードの配置が動的に変化する．キーワードマップを利用したユーザは，関連属性
の重みを制御することで多角的な視点から情報を眺め，自らが採用する相補的/非相補的な
意思決定方略5) に応じた情報分析が可能である．しかしながら，意思決定において役立つ
関連が，ユーザの現在の視点以外から情報を眺めた場合に存在すると，ユーザはその関連に
気づきにくいという問題がある．
†1 東京工科大学
Tokyo University of Technology
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本稿では，ユーザの着目している視点と異なる視点から，意思決定において役立つキー
ワードどうしの関連を提示する「気づかせ機能」をキーワードマップに導入し，それがどの
ような場合に有効か検証する．気づかせ機能は，ユーザが現在見ている視点であるキーワー
ド配置を変化させずに，意思決定に影響を与えると考える，キーワード間の強い関連をユー
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k
k
rij
（0 ≤ rij
≤ 1）は，k 番目の関連属性の属性値で，属性の重み g k （0 ≤ g k ）はユーザ

を，
（1）ユーザの現在の視点から見ると関連が弱い，
（2）現在の視点とは異なる視点から見

s
が制御可能である．Rij
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るときわめて関連が強い，
（3）ユーザの着目したキーワードを中心としたクラスタに属さな
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いが近隣にあるキーワードとし，キーワードマップに実装する．

ユーザが興味のあるキーワードにマウスカーソルを重ねると，そのキーワードは着目キー

気づかせ機能がどのような場合に有効か，ユーザの情報分析戦略・戦術の観点と，ユーザ

ワードとなり，着目キーワードと直接関連のあるキーワードが黒い実線（黒リンク）で結ば

が考慮する代替案の集合である考慮集合の大きさの観点から検証する．意味のある多様な選

れる．これにより，それらのキーワード間に関連があることをユーザは視覚的に理解するこ

択肢を用意した物語作成課題を被験者に行ってもらった結果，被験者が着目したキーワード

とができる．また，ユーザはキーワードマップに備わっているインタラクション機能を用い

につながるリンクに個別に着目して物語の一部分を作成することを繰り返しつつ，その物語

て，キーワード配置に介入できる．たとえば，着目キーワードの近くに黒リンクで結ばれた

を発展させる戦略と，物語を拡大させる戦術を採用した場合に，最も効果を発揮することを

キーワードを集中させ，着目キーワードに関連する話題を表現するクラスタを作成するこ

示す．

とができる．さらに，ユーザは関連属性の重み g k を制御することにより，関連度に占める

本稿の構成は，以下のとおりである．2 章で，従来のキーワードマップを用いた情報分

k
rij
の割合を増やしたり減らしたりすることが可能で，ユーザが重要視する関連属性を重視

析作業と，気づかせ機能の必要性について述べる．3 章で，気づかせ機能により提示する，

したマップの作成や，逆に，ユーザが重要視しない関連属性の，関連度に与える影響力を抑

キーワード間の関連の決定手法について述べ，気づかせ機能を導入する．4 章で，気づかせ

制したマップの作成が行える．これにより，多角的な視点からの情報分析が可能となる．な

機能の有効性を検証する．

お，関連属性の重みづけを関連バランスと呼び，
「極大化」「極小化」「傾斜化」の 3 パター

2. キーワードマップを用いた情報分析

ンに分類される．

2.1 キーワードマップの概要

極小化 特定の関連属性の重みを，他の関連属性の重みと比較して十分に小さくする．

極大化 特定の関連属性の重みを，他の関連属性の重みと比較して十分に大きくする．

キーワードマップは，個人ユーザを対象にした，意思決定のための探索的な情報検索・情
6)

報分析作業を支援する，インタラクティブな情報分析インタフェースである ．情報オブ

傾斜化 それぞれの関連属性に対するユーザの重要度に応じて，関連属性の重みに差をつ
ける．

ジェクトのラベルをキーワードとし，それを 2D 平面上に配置する．キーワードの配置は，

多角的な視点からの情報分析が行える例を，図 1 に示す．図 1 は，4 つの関連属性「開

無向グラフ描画手法の 1 つであるバネモデル13) により行われる．ノードがキーワードに，

花時期」「種類」「分布」「原産」を持ち，春の草花の名前をキーワードとしたデータを可視

エッジの長さがキーワードどうしの非関連度に対応する．ランダムに初期配置されたキー

化したマップである．図 1 (a)，(b) ともに，ユーザはインタラクション機能を用いて「つく

ワードの各座標を，バネモデルの弾性力エネルギーが極小になるよう計算・座標の更新を繰

し」，
「やまざくら」を中心としてそれらに関連の強いキーワードのクラスタを作成している

り返していく．関連度には複数の属性（関連属性）が含まれ，n 個の関連属性を含んだキー

（図中，円で囲った）．ユーザは，着目キーワード上でマウスホイールを回転させることで，

ワード i，j 間の関連度 Rij （0 ≤ Rij ≤ 1）は，式 (1) と式 (2) で定義される．

黒リンクで結ばれたキーワードを集中させてクラスタを作成できる．図 1 (a)，(b) では，そ
れぞれユーザの視点（関連属性の重みづけ）が異なり，
「つくし」
「やまざくら」を中心とし
たクラスタの構成が異なっているほか，図 1 (b) では「つくし」と「やまざくら」両方に関
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を対象としている．キーワードマップで可視化される代替案が知名集合となり，ユーザは処
理段階で知名集合から考慮集合を絞り，考慮・選択段階を経て選択集合を得ることになる．

2.3 気づかせることの重要性
ある視点から情報を眺めた場合に，意思決定において必要な情報をすべて得られるとは限
らない．意思決定の典型例である購買において，顧客が店員から，自身の視点とは異なる
視点から代替案を提示されることで，より良い意思決定ができることが知られている8) ．ま
た，ユーザの要求が明確に定まっていない場合，ユーザが着目していない意外な情報を提示
されることによる，気づきと理解・納得の支援が重要であることが知られている12) ．
キーワードマップを用いた情報分析では，ユーザは，同一のデータを様々な視点から眺
図 1 ユーザの視点に応じたキーワード配置
Fig. 1 Keywords arrangement according to user’s viewpoints.

めることができるものの，その視点の変更はユーザ自身による操作にかかっている．また，
ユーザによって決められた視点からのみに応じて，キーワードの配置が決定される．した
がって，現在の視点では弱い関連で意思決定にあまり影響を及ぼさないものの，他の視点か

連する草花によるクラスタが現れている（図中，矩形で囲った）．ユーザは，関連属性名が

ら見ると意思決定に影響を及ぼす強い関連が存在している場合，ユーザはその関連を見つけ

表示されている制御盤をクリックし，制御盤に表示されている関連属性の重みを極大化/極

にくいという問題がある．そのため，ユーザの視点そのものを変更させるきっかけを与える

小化する，または制御盤上でマウスホイールを回転させて重みを増減することで，視点を変

ことは，より良い意思決定のために必要な支援であると考える．

更できる．図 1 (a) では，ユーザは分布に対応する制御盤上でマウスホイールを回転させ分
布の重みを増加（傾斜化）させ，図 1 (b) では，ユーザは開花時期に対応する制御盤上で左
クリックし開花時期を極大化している．

3. 気づかせ機能の導入
3.1 提示するリンクと属性の決定

多角的な視点からの情報分析が可能なキーワードマップは，情報収集エージェントと組み

気づかせ機能の目的は，ユーザが現在の視点では見つけにくいものの，意思決定に影響を

合わせることで様々なタスクに利用でき7) ，Blog 空間におけるニュース伝搬の分析14) ，オ

及ぼすと考えられるキーワード間の関連を提示することである．提示すべきキーワードとリ

ンラインショッピングにおける商品の探索6) などに応用されている．

ンクが満たすべき条件として以下を考える．

2.2 意思決定プロセスにおけるキーワードマップの位置づけ

(1)

ユーザの現在の視点から見ると，関連が弱い．

ユーザが 1 つあるいは複数の代替案を選択するまでの認知的なプロセスを，（1）ユーザ

(2)

現在の視点とは異なる視点から見ると，きわめて関連が強い．

が代替案の存在を知る知覚段階，
（2）存在を知った代替案から，比較検討に値する代替案を

(3)

着目キーワードを中心としたクラスタに属さないが，近隣にあるキーワード．

選択する処理段階，（3）処理段階で選択された代替案どうしを比較検討する考慮段階，（4）

( 1 ) と ( 2 ) を満たすリンクは，現在の視点ではユーザが気づきにくいものの，他の視点

最終的な代替案の選択を行う選択段階，の 4 つの段階で示したものが知られている11) ．ま

から見るときわめて関連が強いため，もしも他の視点から見ていれば，意思決定の際に考慮

た，代替案の集合の変化に着目し，
（1）情報源に存在するすべての代替案からなるユニバー

する可能性があるリンクである．また，( 3 ) を満たすキーワードへのリンクを提示すること

サル集合，
（2）ユーザが存在を知りうる代替案からなる知名集合，
（3）ユーザが比較検討す

で，着目キーワードを中心としたクラスタを考慮集合とみた場合，それを拡張し，現在の考

る代替案からなる考慮集合，
（4）ユーザが最終的に選択した代替案からなる選択集合，の 4

慮集合で思考が硬化したユーザに，メンタルワールド内の飛躍（思考のジャンプ12) ）を促

つの集合で示したプロセスも知られている1) ．

す可能性がある．具体的には，着目クラスタと現在の視点とは異なる視点で関連のあるキー

キーワードマップを用いた情報分析は，主に，処理段階と考慮段階，知名集合と考慮集合
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以上をふまえ，ユーザが着目キーワードを選択している間，以下の手順で提示するリンク
を探索する．
関数
link(p, q)：キーワード p，q 間のリンクオブジェクト
R(l)：リンク l の現在の視点での関連度
r(l, k)：リンク l の k 番目の関連属性値
関連属性名を提示するフラグの配列：Attr[][]（サイズ limit × na ）
関連の有無の閾値：s1
強い関連の有無の閾値：s2
探索進行制御フラグ：skipf lg
変数初期値：i = 0，count = 0
定数：limit = 4
フラグの初期値：skipf lg =false，∀i, j
配列初期値：Lnotice [] =null

図 2 提示するリンクと属性の決定例
Fig. 2 Example of determination of presented links and attributes.

Attr[i][j]=false

WHILE(i ＜ n and count ＜ limit) {
j←0
WHILE(j ＜ ni and skipf lg =false) {
l =link(kw1[i]，kw2[j])
IF(R(l) ＜ s1 ) {
k←1
WHILE(k ≤ na ) {
IF(r(l, k) ≥ s2 ) {
Attr[count][k − 1] ← true
IF(skipf lg =false) {
Lnotice [count] ← l
count ← count + 1
skipf lg ← true
}
}
k ←k+1
}
}
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j ←j+1
}
i←i+1
skipf lg ← false
}
ここで Lnotice [] は，提示するリンクを格納する配列である．kw1[] は，着目キーワード
と現在の視点で関連のあるキーワードオブジェクトの配列であり，要素数は n とする．kw2[]
は，キーワード kw1[i] とバネで接続されているキーワード（ただし，着目キーワードと

kw1[m]（m = i）を除く）の配列であり，要素数は ni とする．na は，関連属性の個数であ
る．s1 は，関連の有無を決める閾値であり，ユーザによって変更も可能である．s2 は，他の
視点から見た場合にきわめて関連が強いと判定する閾値で，データセット内の関連属性値の
分布を考慮し，タスクごとに設定するのが望ましいと考える．limit は，提示するリンク数の
上限を示し，画面の見やすさを考慮して 4 としている．また，着目キーワードを中心としたク
ラスタから，より多方面の関連に気づかせることを考慮し，キーワード kw1[i] から複数のリ
ンクを出すことは避けた．着目キーワードからリンクが出ることもない．さらに，提示するリ
ンクどうしで優先度の優劣はないものと考え，提示するリンク数が上限（limit）に達したら
探索を中止する．リンクを提示する際には赤色で強調するとともに，Attr[][k − 1] =true で

c 2011 Information Processing Society of Japan
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極大化し，先の「秋田犬」に注目した場合のマップである．「秋田犬」と「プードル」は強
い関連を持ち黒リンクで結ばれている．そして，現在の視点（「用途」）と異なる関連属性
「JKC 分類」や「大きさ」で強い関連があるキーワードどうしが赤リンクで結ばれ，どの関
連属性で強く関連しているか提示されている．

4. 気づかせ機能の有効性に関する評価実験
4.1 目的と準備
実験の目的は，気づかせ機能がどのような場合に有効か，ユーザのデータ分析戦略・戦術
の観点と，考慮集合の大きさの観点から検証することである．
図 3 気づかせ機能の働き
Fig. 3 Operation of the awareness function.

今回の実験では，どのようなタイプのタスクにおいて気づかせ機能が有効か検証するので
はなく，タスクに依存せず，気づかせ機能がキーワードマップを用いた情報分析中のどのよ
うな状況でどのような効果があるか検証する．そのため，用途を限定した購買のような典型

あれば，k 番目の関連属性名を提示する．具体例は図 2 のようになる．図 2 では，s1 = 0.5，

的な意思決定タスクより，粒度の小さいタスクとして一般性を高める．また，気づかせ機能

s2 = 0.7，3 つの関連属性を持つ（属性の重みは等しい）場合の例である．黄色い短形は着

がユーザに新たな視点を提示する部分のみに着目し，最終的にユーザの選んだ代替案に対す

目キーワードを表し，その他のキーワードは水色の短形である．キーワード 1 とキーワード

るユーザの満足度や代替案の正解/不正解といった評価はしない．ユーザが選択に悩む状況

2（図中では，それぞれ kw1，kw2 と表記），キーワード 3 とキーワード 4（図中では，そ

を増やし，創造活動的な要素を含んだ，物語作成タスクを採用する．

れぞれ kw3，kw4 と表記）の間には，現在の視点では関連が弱いと判断され，通常では黒

「シ
実験に用いるデータセットは，千夜一夜物語2) の中から 3 話（「第一の托鉢僧の話」，

リンクが表示されることはない．しかし，特定の関連属性ではきわめて関連が強いため，赤

ンディバード王の鷹」，
「王子と食人鬼の物語」）を選択し，Wikipedia に掲載されているそ

い実線でリンクを，赤文字で関連の強い関連属性名を提示している．以後，提示するリンク

れらのあらすじ1 から，キーワードを抽出して作成した．長文が含まれているあらすじは，

を「赤リンク」と呼ぶ．

主語と述語の関係が比較的明確な短文に書き直している．被験者に，意味のある多様な選択

3.2 気づかせ機能の導入

肢を提供するため，3 話分のあらすじをまとめて 1 つのデータセットとして作成した．デー

従来のキーワードマップに，気づかせ機能を導入する．気づかせ機能は，ユーザが着目

タセットに用いたキーワードの個数は，キャラクタキーワード（人間・動物・架空の怪物を

キーワードを選択し，かつ 3.1 節の提示条件を満たしたリンクが存在する場合に，自動的に

表す）が 19 個，動詞キーワードが 40 個，その他のキーワードが 24 個の合計 83 個である．

働く機能である．赤リンクで結ばれたキーワードが，どの関連属性で強い関連があるのか

関連属性は，「舞台・場面」「行動頻度」「物語展開」の 3 種類で，それぞれ以下のような意

ユーザに提示するために，関連属性名を赤字で表示する．複数の関連属性において強い関連

味を持つ．

がある場合は，それらの関連属性すべてが表示される．

舞台・場面 物語中，舞台となっている箇所や場面を 6 カ所選び，同じ場面に出現するキー

図 3 (a) と図 3 (b) は，実際に気づかせ機能が働いた例を示す．これらは，4 つの関連属
性「原産」
「大きさ」
「JKC 分類」
「用途」を持ち，イヌの種類をキーワードとしたデータを
可視化したマップである．図 3 (a) では，関連属性の重みがすべて等しい状態でキーワード

ワード間に関連を設定する，空間的な関連を表す．
行動頻度 あるキャラクターが，どのような行動をとる頻度が高いかを表す，キャラクタ
キーワードと動詞キーワード間の関連である．

「アメリカン・アキタ」に注目した場合，キーワード「秋田犬」と「プードル」が関連属性
「用途」で強く関連していることをユーザに提示している．図 3 (b) は，関連属性「用途」を
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物語展開 あらすじから再構築した短文の数を基準に，時系列に 5 つの区間に分割し，同
一区間に出現するキーワード間に関連を設定する．空間的な関連である「舞台・場面」
と異なり，物語の時間的な関連を表す．
type
キーワード i，j 間の関連属性値 rij
の計算は，「舞台・場面」と「物語展開」の 2 つ

「物語展開」：type = s）それぞれについて，式 (3)
の属性 type（「舞台・場面」：type = t，
で求める．Attritype は，キーワード i が属する type に関する要素（場面あるいは区間）の
集合である．式 (3) は，キーワード i，j の属する「舞台・場面」または「物語展開」の重
なりを測っている．キーワード i，j の属する「舞台・場面」または「物語展開」が完全に
t
s
t
s
= 1 または rij
= 1，まったく一致しない場合に rij
= 0 または rij
=0
一致する場合に rij

となる．たとえば，キーワード i が「狩場」「休憩」「帰路」の 3 つの「舞台・場面」に属
していた場合は 1/|Attrit | = 1/3，キーワード j が「狩場」「休憩」「国 A」「国 B」の 4 つ
の「舞台・場面」に属していた場合は 1/|Attrjt | = 1/4 となり，共通する「舞台・場面」は
t
2 つなので，rij
= 0.5 となる．キャラクタキーワード i，動詞キーワード j 間の「行動頻
act
は，式 (4) で求める．actij は，キャラクタ i が動作 j を行った回数，
度」関連属性値 rij

acti は，キャラクタ i が行ったすべての動作の回数の合計である．
type
rij
= |Attritype ∩ Attrjtype | min(1/|Attritype |, 1/|Attrjtype |)

act
rij
= actij /acti

(3)
(4)

このようにして作成したデータセットの特性として，関連属性「舞台・場面」や「物語展
開」の極大化を行うと，キャラクタキーワードと動詞キーワードのみが黒リンクで結ばれる
「行動頻度」で極大化した場合と比較して，大きいクラスタが作成される．図 4 (a) は行動
頻度を極大化したマップ，図 4 (b) は物語展開を極大化したマップである．図中実線の円で
囲った 2 つのクラスタは，どちらも同じキーワードに注目した場合に作成できるもので，大
きさが異なっている．
被験者は 7 名（A-G，日本人工学系大学生・大学院生）で，元のあらすじを知らない．被
験者に与えられたタスクは，可視化されたデータセットを分析し，物語を 1 本作成すること
である．被験者の妄想による物語など，データセットの分析を無視した物語の作成を防ぐた

図 4 行動頻度を極大化したマップと物語展開を極大化したマップ
Fig. 4 The map maximized by aciton frequency and the map maximized by story lines.

め，以下の制限ルールを被験者に伝え，徹底した．
制限ルール 1 物語中，必ず 20 個以上の表示キーワードを含める．ここで，表示キーワー
ドとは，キーワードマップで可視化される 83 個のキーワードのことである．
制限ルール 2 表示キーワード以外の動詞は，1 つの文中に 3 個まで使用できる．ただし，
使用する場合は，表示キーワードの動詞を 1 つ以上必ず含める．
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形容詞，接続詞の追加，動詞の活用などは自由に行える．被験者に，物語を記入したり，
使用したキーワードをチェックしたりする記録用紙を渡し，制限ルール違反を被験者自身が
チェックしている．さらに，実験実施者が，被験者のタスク実行中の様子を観察するなかで，
制限ルールが守られているかどうかチェックしている．
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また，被験者には，データセットが複数本のあらすじに基づいて作成されたもので，キー
ワードどうしの関連には根拠があり，ランダムに関連属性値を決定したわけではない旨を伝
えている．これも，できるだけデータ分析に基づいて物語を作成してもらうためである．実
際のあらすじの本数は教えていない．さらに，「元のあらすじを再現する」タスクではない
こと，「正解」を探すタスクではないこと，「（タスク完了までの）速さを競う」タスクでは
ないことを，被験者に伝えた．これは，被験者自身の考えに基づき行ったデータ分析の結果
として物語を生成してもらいたいほか，今回の実験が，データ分析作業の効率について検証
するものではないからである．タスクには制限時間を設けてないが，被験者が 1 時間半を超
えて分析を続ける場合，適度にまとめを促した．
被験者のタスク実行中の様子（ビデオ撮影と合わせて実験実施者が観察），被験者の作成
した物語や，作成過程のメモ，タスク中の発話，タスク後のインタビューから得られたコメ
ントにより，どのような場合に気づかせ機能が有効に働くか，考察する．

4.2 結果と考察
被験者のタスク実行中の様子から，4.1 節で述べた制限ルールへの抵触は認められず，ま
た，元のあらすじを再現するタスクや正解を探すタスクではないと伝えたことも関連し，被
験者が無理にキーワードを補ってまでより自然な文や現実的な内容の文を作成することは
なかった．被験者が主に採用した物語作成の戦略を，実験実施者が観察した，被験者のタス
ク実行中の様子と，タスク終了後に被験者へ行った質問（「どのような方針で物語を作成し

図 5 リンク重視型戦略・拡大型戦術を採用した被験者 F の物語作成
Fig. 5 Story made by subject F using link focused strategy and expansion tactic.

たのか」）に対する回答から分類した．戦略は，被験者がキーワードマップ上で主に着目し
ようとする点に基づき，「リンク重視型」と「クラスタ重視型」の大きく 2 種類に分けられ
た．それぞれの意味は，以下のとおりである．
リンク重視型 着目キーワードにつながるリンクに個別に着目して物語の一部分を作成する
ことを繰り返し，断片的に作成した物語をつなぎ全体を構成しようとする戦略である．
クラスタ重視型 自動配置によって作成されたクラスタや，着目キーワードを含むクラスタ
全体に着目し，クラスタ内で物語の一部分を作成し他のクラスタとつなぐ，または 1 つ
のクラスタ内で物語全体を構成しようとする戦略である．

2.2 節で述べた「知名集合」→「考慮集合」と進む意思決定プロセスに照らし合わせると，

より局所的な戦術面では，「拡大型」と「縮小型」の 2 つに分類できる．それぞれの意味
は，以下のとおりである．
拡大型 現在の考慮集合を拡大し，作成した物語の一部分を発展させる戦術．
縮小型 現在の考慮集合を縮小し，物語を絞り込む戦術．
図 5 は，下の枠内に抜粋した被験者 F の作成した物語（物語例 1）に対応する，キーワー
ドマップの一部分を示している．リンク重視型戦略かつ拡大型戦術の例で，行動頻度で極大
化している．なお，以降に掲載するキーワードマップは実験中にリアルタイムで画面を撮影

これらの戦略の違いは，被験者が物語の一部分を生成するために知名集合から考慮集合を作

したものではなく，被験者の斜め背後から PC 画面を撮影した実験映像や操作ログ，被験者

る過程で，主に着目する点の違いである．すなわち，リンク重視型では考慮集合の主な対象

のメモ，インタビューに基づき，説明のために状況を再現したものである．

はリンクそのもの，クラスタ重視型では同じクラスタに属するキーワードとなる．リンク重
視型の例を図 5 に，クラスタ重視型の例を図 6 示すが，詳細は後述する．
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表 1 被験者の採用した戦略・戦術と赤リンクの必要性
Table 1 Strategy/tactic used by subjects and needs for red links.
被験者
戦略
戦術

拡大型
縮小型

A
L
○
○

B
C
○
○

C
C
×
×

D
（L →）C
×
×

E
L
○
○

F
L ，C
○，○
×，×

G
L
○
×

語例 1 で下線で示した部分が，赤リンクを考慮し物語を作成した部分となる．なお，行動頻
度を極大化した図 5 では示されていないが，「地下階段」と「弟王の王子」は，舞台・場面
と物語展開の両属性で関連している．
図 6 は，被験者 C の作成した物語（物語例 2）に対応する，キーワードマップを示して
いる．クラスタ重視型戦略かつ縮小型戦術の例である．ただし，一部，拡大型戦術も利用し
ている．



物語例 2：被験者 C の作成した物語全文



私は弟王の国で暮らしていて、ある夜に弟王の王子の妹と墓場で遊んでいました。す
ると地下階段を見つけて地下に降りました。そこに弟王の王子が土で埋められていま
した。弟王の王子の妹に秘密にするように言われましたが、私は神の怒りに触れると
思い、弟王の国の大臣のもとへ行き話しました。しかし、大臣は私を捕え、私を処刑
しました。



図 6 クラスタ重視型戦略・縮小型戦術を採用した被験者 C の物語作成
Fig. 6 Story made by subject C using cluster focused strategy and reduction tactic.



物語例 1：被験者 F の作成した物語の一部（句読点などそのまま）



（前略）……。私が 夜に 遊んでいると弟王の王子が地下階段を降ろしてもらえるよう

タの中で完結している．実験中の被験者 C のメモには，「私，夜，弟王の国，墓場，遊ぶ」
や「見つける，地下階段，降りる，地下」など，物語の一部分を表すキーワードのまとまり
があった．

に 頼んでいた。私はそこを土で埋めて 蓋をした。……（後略）





物語例 2 は，図 6 に示す，舞台・場面を極大化したマップ中の，実線の円で囲ったクラス

これら物語の一部分のうち，キーワード「弟王の国」と「墓場」の間に，クラスタ内にあ

 る「暮らす」を追加するなど，拡大戦術を行った後，物語の一部分をすべてをつなげて物語

被験者 F の作成した物語の一部分は，実験中の被験者のメモより，「私は托鉢僧になる」

例 2 を作成している．

→「私は土で埋める」→「私は頼むある女に（これは誤りだと気づいて作成物語に含めて

被験者が採用した物語作成の戦略は被験者ごとに異なるが，戦術は，被験者全員が拡大型

いない部分）」→「私は夜に遊ぶ」と変化している．図 5 で示す，「私」につながるリンク

と縮小型の両戦術を採用している．被験者ごとに，採用した戦略と，拡大型と縮小型の両戦

1 つ 1 つから，「私」と直接関連する「托鉢僧になる」「埋める」といったキーワードを利用

術それぞれに応じた赤リンクの必要性をまとめると，表 1 のようになる．必要だった場合

し「私」の行動を大まかに考えて物語の一部分を作成した後で，場面・舞台の関連属性を提

に○，不要だった場合に×を記している．

示している赤リンクをたどり，
「頼む」
「夜」のキーワードを使い物語を発展させている．物
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戦略の「L」はリンク重視型，「C」はクラスタ重視型を示している．また，被験者 F は，
両方の戦略を切り替えており，被験者 D は，タスク開始早期にリンク重視型からクラスタ
重視型へ戦略変更を行っていた．戦略変更の理由として，「赤リンクが提示されると提示さ
れた関連属性で極大化したくなり，極大化して視点を変更すると元の視点を忘れ話が作りに
くくなったから，黒リンクに基づくクラスタ重視型の戦略へ変更した」との旨をコメントし
ている．このことから，赤リンクの提示により，被験者と異なる視点からの情報分析の要求
が高まると考えるが，元の視点に基づいた情報分析の結果の維持の支援も必要であると考え
る．また，被験者の見る画面が，被験者の採用する戦略に影響する場合もあると考える．
表 1 から，戦略の種類によらず，考慮集合を拡大する拡大型戦術を実行する場合には，赤
リンクが役立つ傾向にあるといえるが，実際にどのような場面で役に立ったのか，被験者か
らのコメントから分析すると，以下の 2 つの場面に大別できる．

• 物語の一部分の内容に肉付け
• クラスタどうしの関連付け
前者は主に，リンク重視型戦略を採用した被験者に見られる傾向であり，後者はクラスタ
重視型戦略を採用した被験者に見られる傾向である．リンク重視型戦略を採用した被験者 G
は，全被験者中最もこと細かにキーワードどうしの関連を調べる傾向（タスク完了までの時
間も最長であり，約 2 時間 20 分）があったが，現在注目している物語の一部分について，
もう少し詳しく調べたいときに，現在の視点のままで提示される赤リンクを役立てていた．
被験者 G の作成した物語の一部を物語例 3 に示し，それと対応するキーワードマップを
図 7 (a)，(b)，(c) に示す．このとき，物語展開の重みは低くしている．



物語例 3：被験者 G の作成した物語の一部



（前略）……。父王の国で、大臣が反乱を起こそうとしていることを私は知っており、
それを秘密にしていた。私は秘密を守ることが負担となり、私は弟王の国へ馬 B で帰

図 7 被験者 G による物語の一部分の作成過程
Fig. 7 Part of story making process by subject G.

ろうとした。すると、大臣は私と馬 B を潰すために捕えようとしたが、逃げられ見失っ
てしまった。





実験中の発話から，被験者 G は，
「私」と「父王」
，
「大臣」の人間関係に興味を持ち，着目

は……起こす．起こすのは反乱で……父王の国で反乱を起こす．
」→「父王の国で父王が反

キーワードは，
「大臣」と「父王」で頻繁に切り替えていた（図では背景色が黄色のキーワー

乱を起こすわけないから，大臣が父王に対して父王の国で反乱を起こす．
」→（中略）
「……

ド）．
「大臣」に着目している場面のキーワードマップが図 7 (a)，
「父王」に着目している場

「父王からみると，赤リンク（物語展開，
私は秘密にする．秘密を守ることが負担になる？」

「大臣
面のキーワードマップが図 7 (b) である．被験者 G の発話は以下のようなものだった．

「反乱することを秘密にする．……父王と私は敵対？ すると私と大臣は
図 7 (b)）で……」
仲が良いということになるなぁ．
（最終的には，物語例 3 のように，別の解釈をする）」赤リ
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ンクを使うことで，物語の一部分である，下線を引いた発話の一部分に肉付けするきっかけ
が生まれている．この後，図 7 (c) に示すよう，「私」に着目し，「逃げる・逃がす」と「馬

B」，「大臣」と「帰る」を結ぶ物語展開の赤リンクを役立て，物語例 3 に示したような物語
の一部を作成した．
「物語展開」の視点で作成される大きなクラ
クラスタ重視型戦略を採用した被験者 B は，
スタをどのように結び付けてゆくか考え，その際に「舞台・場面」の赤リンクを活用してい
た．一例を図 8 (a)，(b) に示すが，被験者 B は大きなクラスタ単位で物語を作成している
ため，赤リンクの両端のキーワードを意識して物語を作成していない．図中実線の円で示し
たクラスタどうしを，同じ舞台・場面と解釈して物語を作成していた．また，大雑把な物語

1 〜
4 をつないで作成していた．被験者 B
の展開を，図 8 (a) に示した矢印の順にクラスタ
1 と
3 を使い，冒頭の 3 つの文で背景説明
の作成した物語を，物語例 4 に示す．クラスタ
2 ，
3 ，
4 の順序で進んでいく．物語例 4 で，クラ
をしている．その後，物語がクラスタ
1
2 に対応する箇所に下線を引き，クラスタ
3 に対応する箇所を太字にし，クラスタ
スタ

4 に対応する箇所に太字かつ下線を引いている．

物語例 4：被験者 B の作成した物語



ここはあるバグダードの近くの国。この国の父王には秘密にしておくことがありまし
た。その秘密とは王家では近親婚させなければいけないことでした。それにしたがい
、弟王は一緒に暮らす弟王の王子と弟王の王子の妹を近親婚させなければならないの
ですが、それを許しませんでした。そのことを知った王は、伝統を守らないというこ
とで、怒り、弟王を殺すことにしました。そうなると、弟王の王子と弟王の王子の妹が
危険になると思った私は二人を逃がしに行くことにしました。私と二人は地下階段を
降りて、地下を通り逃げました。逃げのびた先は、砂漠の墓場で、気づけば辺りは夜
でした。そこで私は通ってきた穴にふたをし、土でうめてかくしました。





クラスタを橋渡しするようなリンクで，クラスタどうしの関連を発見する方法は，チャン
ス発見の分野でよく用いられる KeyGraph

9)

の読み取り方と類似性があり，このことから

図 8 被験者 B による物語の作成過程
Fig. 8 Story making process by subject B.

も，気づかせ機能が有効に機能していると考える．
縮小型戦術で役立つ場合は，コメントから以下の 2 つの場面に大別できる．

前者は，被験者 A のコメント「黒リンクが多いと見る気が失せる」や被験者 E のコメン

• 物語の一部分を構成する代替案の候補を選択

ト「あたりをつけるのに使用した」に代表されるように，選択肢が多く意思決定の意欲が削

• 想定していた関連があるか確認

がれたり大きな迷いが生じていたりする場合に，それを絞り込むきかっけとして，赤リンク
を必要としていることを示している．
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表 2 戦略・戦術に応じた赤リンクの有効性
Table 2 eﬀectiveness of red links according to strategy/tactic.
戦術
拡大
縮小
戦略

リンク
クラスタ

◎
○

○
△

は，前述の物語例 4 の下線を引いた箇所に対応しており，被験者 B は，
「行動頻度の視点で
見て，弟王が「近親婚」を「許さない」と確認できてうれしかった」とコメントしている．
これらからも，現在の視点で代替案選択が難しくきっかけが欲しい場合や，自身の選択し
た代替案の確信度を増したい場合に役立っているといえる．
被験者 C は，いかなる場合においても気づかせ機能を必要としなかったが，この理由は，
「舞台・場面」を極大化して生成される 1 つのクラスタの
図 6 と物語例 2 で示したように，
中で，物語を完結させたからである．なお，クラスタ重視型戦略かつ縮小型戦術を採用した
被験者 F も，クラスタ内で物語の一部分がうまく作れる場合に，赤リンクを無視した旨を
コメントしている．
以上の結果から，戦略・戦術の組合せと，それに応じた赤リンクの有効性についてまとめ
たものが表 2 である．
実験結果より，気づかせ機能は，被験者がリンク重視型戦略と拡大型戦術を採用した場合

図 9 被験者 A による物語の一部分の作成過程
Fig. 9 Part of story making process by subject A.

に最も効果を発揮するが，代替案の選択に困った被験者に意思決定を促すという観点から
は，複数のクラスタをつなぐきっかけ（クラスタ重視型戦略，拡大型戦術）として，また代

物語例 5 は，被験者 A の作成した物語の一部分で，それに対応するキーワードマップを

替案絞り込みのきっかけ（リンク重視型戦略，縮小型戦術）にも役立つといえる．

図 9 に示す．被験者 A は「私」を選択し，関連するキーワードが多く感じたので，黒リン

また，今回定義した 3 種類の関連属性がタスク実行に及ぼす影響についても調査した結

クのつながりを詳しく見るより前に，物語展開の赤リンクに着目し「狩りに出る」や「家

果，同じ関連属性に対しても被験者によって異なる評価となることが分かった．比較的大き

来」のキーワードを使い，物語の一部分を作成した．

物語例 5：被験者 A の作成した物語の一部

なクラスタが生成される，「舞台・場面」と「物語展開」について評価が分かれている．被

 験者 A は，キャラクタが何をしたかを気にしていたため，考慮集合が大きくなる「舞台・
場面」「物語展開」では，代替案が多くなるため使いにくく，特に「物語展開」は役に立た

夜、私が狩りに出ている時に、家来からある話を聞かされた。（後略）……



 ないとコメントしている．その一方で，被験者 B は，前述したように「物語展開」を極大

後者は，被験者自身の予想と同じ関連属性で結ばれているかどうか確認する意図があり，
大きなクラスタを見てなんとなく物語の流れが想像できた場合の，赤リンクの使用法である．
具体例として，図 8 (c) に，被験者 B の，自身の予想した物語を確認する例を示す．図 8 (c)

化した視点から物語の一部分を作成し，
「舞台・場面」で他のクラスタへつないでいたため，
「物語展開」を重要視した旨のコメントをしている．また，被験者 F は，戦略を問わず「物
「物語
語展開」で物語の一部分どうしをつなげやすいとコメントしているが，被験者 G は，
展開」でつながっていてもそれは別のイベントかもしれないと考える傾向があり，「舞台・
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場面」の方を重視していた．これらのことから，赤リンクで提示する関連属性そのものに対
する被験者の評価によって，赤リンクの有効性に差が生じる場合があると考えられる．これ
はまた，今回の実験で行ったタスクより意思決定の粒度が大きい，購買などの典型的な意思
決定タスクにおいて，タスクに応じて関連属性をどのように定義するかがより重要であるこ
とを示唆している．

5. お わ り に
本稿では，意思決定のための情報分析作業を支援するキーワードマップに，気づかせ機能
を導入し，どのような場面で気づかせ機能が効果を発揮するか検証した．気づかせ機能は，
ユーザの着目している視点とは異なる視点から，意思決定に影響を及ぼすキーワードどうし
の関連性を提示する．
被験者に様々な選択肢を用意した物語作成タスクを用いて実験を行った結果，気づかせ機
能は，被験者がリンク重視型戦略と拡大型戦術を採用した場合に最も効果を発揮するが，代
替案の選択に困った被験者に意思決定を促すという観点からは，クラスタ重視型戦略と拡大
型戦術を採用した場合，リンク重視型戦略と縮小型戦術を採用した場合にも役立つことを示
した．また，関連属性がタスクに及ぼす影響についても調査した結果，同じ関連属性に対し
ても被験者によって異なった．赤リンクで提示する関連属性そのものに対する被験者の評価
によって，赤リンクの有効性に差が生じる場合があると考えられる．
今後の課題としては，リンク重視型戦略と拡大型戦術と親和性が高い典型的な意思決定タ
スクにおいて，タスクに応じた適正な関連属性の定義などが保障されたデータセットを用い
て，他の気づかせ手法と比較検討することがあげられる．また，同一データに対する他の
ユーザの分析結果を反映させた気づきの支援を行い，他者の視点を考慮した意思決定に対応
することがあげられる．
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