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概要：
『心はだれにも見えないけれど「こころづかい」は見える．思いは見えないけれど「思いやり」はだ
れにでも見える』（宮澤，2010）．という詩にあるように，人それぞれの感性を外から知ることはできない
が，その感性をもとに起こした行動は客観的にとらえることができる．本研究では，感性を言葉やジェス
チャなどの表現を駆使して伝えるのではなく，感性に紐付く各人の行動（その人にとっての経験）を介し
て伝えることで，各人に最適化された分かりやすい表現により，感性のコミュニケーションが可能となる
モデルを提案する．近年，ユーザ間のコミュニケーションをサポートするためのツールやインタフェース
が発展し，多種多様な表現によって情報を伝えることが可能となってきている．しかし，感性の伝達にお
いては，同じ言語表現・ジェスチャ表現であっても表現に対応付く感性が個人ごとに様々であるため，表
現の伝え手がイメージした内容と受け手がイメージする内容が一致するとは限らない．そこで，本研究で
はライフログから抽出される自身の経験を介した感性コミュニケーションモデルを提案する．本モデルは，
言葉などの表現方法だけでは伝えることが難しい伝え手のイメージを，そのイメージに対応付けられる受
け手の経験を提示することにより，情報の受け手が伝え手のイメージを分かりやすく理解できる，という
新しいコミュニケーションチャネルを与えるものである．本稿では，本研究で対象とする経験の定義と感
性コミュニケーションにおけるアプローチ方法を述べた後，提案モデルの各 Point の概要，実装方法を述
べる．続いて，提案モデルの実現において重要なポイントである情報の受け手に提示する経験の選び方の
検討を行った．経験に対する「なじみ」の強さを 1 つの指標とすることで，受け手に分かりやすい経験を
選ぶことが可能になると考え，被験者実験によってその有効性を示した．
キーワード：感性，コミュニケーション，ライフログ，経験，たとえ
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Abstract: “No one can see your emotion but we can see your action (Miyazawa, 2010).” That is to say,
we can’t see emotion but can recognize the emotion from the action it triggers. We propose an emotion
communication model supplement the regular communication modalities of words and gestures. Many tools
and interfaces have been developed to support user-user communication. Literal information can now be
exchanged in various forms. However, user-user communication is imperfect since it remains impossible to
communicate images. In this paper, we propose an emotion communication model that permits images to
be exchanged and attendant algorithms that identify “symmetry” experiences to be mined from Life-logs.
Experiments are conducted to discover the criteria needed for accurate experience identiﬁcation. The model
establishes new communication channel through an analysis of personal actions (based on Life-log) as related
to emotion. Therefore, it eases misunderstanding and increases intelligibility since it draws on personal experiences. In this paper, we report the concept of the emotion communication model and describe how to
process Life-log data for matching experiences. Then, we conducted experiments to conﬁrm the impact of
explanations based on quantitative similarity and those based on familiarity to conﬁrm the eﬀectiveness of
the emotion communication model.
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1. はじめに

が同じ程度緊張した初舞台でたとえる」という 2 つの観点
による伝え方ができる．

通信技術を用いたユーザ間のコミュニケーションにおい

そこで，本研究では，ライフログから抽出される自身の

て，相手に情報を伝えるための多種多様なツールやイン

実際の経験を介して情報を伝えることで，相互にイメージ

タフェースが提案されてきている．しかし，言葉やジェス

（自身の感性）を伝え合うことを目的とした感性コミュニ

チャによって表現された情報の背後にある伝え手の感性

ケーションモデルを提案する．提案モデルにより，実際の

を，情報の伝え手・受け手各々の感性に合わせて分かりや

経験を用いることで言葉だけでは伝えきれなかった情報へ

すく正確に伝えることは，依然，課題として残されている．

の理解が促進され，過去に共通した経験がまったくないよ

本来，相手と意思疎通をはかろうとする際に伝え手が本当

うなユーザ間でも自身の経験に置き換えることで共感し，

に伝えたいことは，
「言葉」そのものというよりむしろ「言葉

相互理解を深めることができる．

の背景にある自身のイメージ」である．しかし，言葉に対し

ここでは，ライフログとして蓄積された，自身が実際に

て伝え手がいだいたイメージと，受け手が言葉からイメージ

経験したことをベースとしたコミュニケーションを想定し

する内容は必ずしも一致しない．これは，過去の経験もそれ

ている．そのため，本研究では，ライフログから定量的に

に対応付いているイメージも人それぞれ異なるためである．

抽出可能な行動特性を “経験” として定義する．

そこで，
「“すごく” 嬉しい」
「“ものすごく” 感謝していま

感性コミュニケーションモデルでは，経験に基づく情報

す」のような言葉だけで表現された伝え手のイメージを，

伝達方式として図 1 の具体例でも述べたように，次の 2 つ

受け手自身にとって「娘の結婚式くらいの嬉しさ」や受け

のレベルを考える．1 つは，“伝え手が表現した事象そのも

手がすごくお世話になった「担任の先生への感謝度合い」

のの意味” を受け手に実感をともなって正確に伝える方法，

というように，受け手自身の経験によって表現することで，

もう 1 つは，“伝え手が表現した事象に対していだく感情”

より伝え手のイメージに共感したり，感情移入したりする

を受け手に実感をともなって伝える方法である．冒頭でも

ことができると考えられる．

述べたように，感性コミュニケーションモデルの最終ゴー

具体例として，図 1 に示すように，researcher が国際会

ルは主観的な感情を伝達することである．しかし，主観的

議でとても緊張した経験を伝えても，actor である相手が国

な感情を伝達するには，まず客観的な事象そのものの意味

際会議がどのようなものかをまったく知らなければ，その

を正確に伝達することが前提であると考えた．そのため，

緊張感の程度は伝わりにくい．そこで，actor の経験の中

本研究では感性コミュニケーションモデルをこれら 2 つの

から researcher にとっての国際会議と同等な経験である初

レベルからなるものと定義した．前者は，表現された事象

舞台でたとえることで，actor に researcher のイメージが

を受け手の経験とマッチングするための定量化の基準が明

効果的に伝わるであろう．また，その際に「国際会議その

確である．たとえば，“横浜駅” のような名詞による表現は

ものを actor に正確に伝えるために初舞台でたとえる」
「国

規模や混雑度合いによって，“しょっちゅう” という程度を

際会議での researcher の緊張の程度を伝えるために actor

表す表現は GPS データの訪問頻度によってどの程度頻繁
であるかを定量化できる．一方，後者は定量化の基準が複
数考えられる．たとえば，“緊張した” という表現は過去の
経験回数，同行者，イベント規模など複数のパラメータが
影響することが多く，また，状況やユーザに応じて各パラ
メータの影響の度合いが異なるため，状況やユーザに応じ
てその定量化方法を検討する必要がある．
本稿では，まず前者のレベルに関する検討を行うことで，
ライフログをベースとした提案モデルの各要素に関する検
証を行った．また，前述の例のように表現された対象その
ものを正確に伝える場合と，修飾語による表現の程度を伝

図 1 背景が異なるユーザ間での意思疎通モデル

Fig. 1 Emotion communication between users with diﬀerent
backgrounds.
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える場合に分類し，3.1 節でそれぞれの具体的なアルゴリ
ズムを述べる．
各章の流れとして，2 章で提案するモデルの概要を示し，

3 章でモデルの実装方式として経験のマッチングアルゴリ
ズムと個々人の主観的要素について述べ，4 章では 2 章で
示したモデルの各 Point に関する基礎検証として行った被
験者実験および得られた知見について報告する．最後に，

5 章においてまとめと今後の検討課題を示す．
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2. 感性コミュニケーションモデル
本章では，関連研究におけるコミュニケーション方式と
の比較による提案モデルの特徴と，想定される適用例，提
案モデルにおける各 Point について述べる．

あるのかは受け手には分からないが，自身にとって同等な
頻度で訪問する場所で置き換えるとイメージが湧くと考え
られる．
図 3 に，モデル実現において検討すべき 3 つのポイン
トを示す．以降，これら Point1：伝え手の表現の定量化，

メール，SNS やチャットをはじめとした文字ベースのコ

Point2：受け手の同等な経験とのマッチング，Point3：受

ミュニケーションにおいては，対面でのコミュニケーショ

け手に最適な経験の提示，について，地理情報に関連する

ン以上に相手と正確に意思疎通をはかることは難しい [8]．

内容を例にとって詳細を述べる．

そのため，必ずしも伝え手のイメージが受け手に正しく伝
わるとは限らない．
個々人のイメージを伝達するための手段として，人間の

2.1 Point1：伝え手の表現の定量化
図 3 の Point1 では，伝え手が頭の中のイメージ（Image）

表情をもとにしてセンサから抽出された感情をアバタやシ

をもとに表現したこと（Expression）に関連する伝え手の

ステム上で提示する手法 [9], [10]，言葉に加えて携帯電話

行動（Event）を伝え手のライフログから抽出する．たと

の着信音 [11] や絵文字 [12] を付加することにより感情を伝

えば，
「久しぶりに横浜赤レンガ倉庫に行った．
」
「居酒屋 K

達する手法などがあげられる．これらの従来研究において

にしょっちゅう立ち寄っている．
」という表現に対し，“赤

は，言葉だけの表現に他の表現方法を付加することによっ

レンガ倉庫”“居酒屋 K” そのものを定量化する際には，滞

て，伝え手のイメージの伝達を目指している．本研究で提

在地自体に関する要素（たとえば，広さ，訪問者数など）

案する感性コミュニケーションモデル（図 2）では，その

をパラメータとし，修飾語を定量化する際には修飾語が係

ような表現の拡張ではなく，言葉による表現の背景にある

る滞在地 “赤レンガ倉庫” に関する伝え手の滞在経験（た

個人の経験を介することでイメージを伝える．そこで，イ

とえば，“久しぶり” であれば直近の訪問日時からの経過時

メージに紐付く個人の経験を介する方法として，ライフロ

間，“しょっちゅう” であれば平均訪問間隔とその分散）を

グから個人の経験を抽出し，それを用いたマッチング方式

パラメータとする．今回はライフログとして GPS データ

について検討を行う．自身の過去の経験を通じて相手と共

を対象とし，マッチングの対象とする表現は GPS データ

感することで，より親しみのあるコミュニケーション [13]

から行動履歴として取得可能である滞在地名，および頻度

を実現することができ，バックグラウンドの異なる相手と

など時間軸に沿った行動特性を表す修飾語とする．

も相互理解を深めるきっかけになる．
具体的な適用シーンの例として，たとえば，伝え手が自

2.2 Point2：同等な経験のマッチング

身の経験をブログなどで「久しぶりに横浜赤レンガ倉庫に

伝え手と受け手の同等な経験をマッチングさせるために

行った．」
「居酒屋 K にしょっちゅう立ち寄っている．」の

は，経験を何らかの形で定量化して客観的な等価性を比較

ように記載することがよくある．その際に，赤レンガ倉庫

する必要がある．そのため，Point1 において伝え手の表現

や居酒屋 K といった場所そのものをよく知らない人が情

をライフログをもとに定量化することで，Point2 では伝え

報の受け手である場合は，
「横浜赤レンガ倉庫はデートに

手と受け手の経験（Event と Comparable Event）の客観

よく使われる」と，付加情報を言葉で説明されるよりも，

的な等価性を比較し，伝え手が伝えたい情報と同等な受け

受け手にとって訪問経験があり，かつ同等な場所（たとえ

手の経験をマッチングさせる．なお，具体的な算出式詳細

ば，
『
（情報の受け手がデートでよく行く）神戸港のような

は次章に示す．

場所』
）に置き換えた情報を提示することで，イメージしや

定量化によって経験どうしの等価性を比較することで，

すくなるであろう．また，“久しぶり” といってもいつ以来
であるのか，“しょっちゅう” といってもどの程度の頻度で

図 2 感性コミュニケーションモデル概要

Fig. 2 Emotion communication model.

c 2012 Information Processing Society of Japan


図 3 モデル実現におけるポイント

Fig. 3 Key points for realizing the model.
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マッチングされた経験どうしの客観的な対応関係の信頼性
を担保することができる．

2.3 Point3：受け手に分かりやすい経験の提示
Point3 において，Point2 で抽出された客観的に等価な
経験（Comparable Event）が複数存在する場合，その中か
図 4

ら受け手にとって主観的に最も分かりやすい（イメージし
やすい）経験を選択する必要がある．
そこで，主観的な分かりやすさの 1 つの基準として，本

多次元ベクトルによる表現

Fig. 4 Matching objects designed as multi-parameter vector in
hyperspace.

稿では “なじみ度合い” に着目した．なじみ度合い（= 親
近性）は，人間の地理情報に対する認知において重要な意
味を持つとされている [3]．

3.1 マッチングアルゴリズム
まず，滞在地（図 4 の例では Café A）を定量化する際に

経験回数や知識の量が豊富になるほどなじみ度合いは高

は，滞在地自体に関する要素として価格，広さ，メニュー

くなるとされ，なじみ度合いが高い場所については距離感

数などを数値化してパラメータとし，n 個のパラメータ空

覚が正確であり，好ましさが高いといった知見も得られて

間における多次元ベクトルで構成する．伝え手にとっての

いる [4]．地理情報以外においても，コミュニケーション

Café A と受け手が訪問したことがある滞在地との客観的

時におけるなじみ度合いの影響があげられている．たとえ

な等価性を以下に示す式 (1) を用いて比較したい観点のベ

ば，擬人化エージェントのデザインにおいて，出会って間

クトルのマッチングにより比較することができる．

もない相手よりもなじみのある友人や意気が合う相手を
エージェントとした方が親しみを感じ，同調反応が強く現

si = 1 −

|pi − p|
max(pi , p)

(1)

れることが検証されている [5]．また，社員のブログを掲載

si を等価性，pi を受け手の経験の中で候補となる経験 i

するなどユーザに対して共感や安心感を与えることで，親

が持つパラメータ，p を伝え手の経験のパラメータ，n を

近感を高める親近感マーケティングと呼ばれる手法 [6] や，

候補となる受け手の経験の数とする．たとえば，駅という

Web デザインの嗜好に親近感が大きく影響すること [7] な

滞在地を人の多さという観点で比較する場合には “利用者

ども報告されている．

数” をパラメータとする．

経験に対する個々人の主観を考慮することで，提示され

次に，修飾語を定量化する際（図 5 の例では “しょっ

た表現内容に対して未知である場合や，あまりなじみがな

ちゅう”）には，修飾語が係る滞在地（図 5 の例では “居酒

い場合であっても，自身がよく知る経験に置き換えること

屋 K”）に関する伝え手の滞在経験（平均訪問間隔，訪問間

で分かりやすさを高めることができる．

隔の分散など）をパラメータとして多次元ベクトルを構成

以上のように，提案する感性コミュニケーションモデル
においては，伝え手と受け手の経験どうしが客観的な等価

することで，前に示した滞在地の場合と同様に多次元ベク
トルのマッチングを行う．

性を持つことと，受け手にとって分かりやすい形で提示で

図 5 に示すように伝え手が “しょっちゅう居酒屋 K に立

きることをともに考慮することで，伝え手が表現したこと

ち寄ります” と表現した際に，伝え手にとっての “しょっ

を正しく，分かりやすく伝えることができる．

ちゅう” を受け手に伝える例を考える．“居酒屋 K” にお

3. 提案モデルの実装方式

ける伝え手の滞在日時を参照し，その平均訪問間隔，訪問
間隔の分散を算出する．一方で，読み手のライフログから

本章では，各 Point における実装方式について述べる．ま

各滞在地への滞在日時一覧を取得し，それぞれについて平

ず，Point1 においては伝え手が書いた文章からライフログ

均訪問間隔と訪問間隔の分散を算出する．2 つの算出結果

による変換が可能な表現を抽出する．今回は，文章から対

をパラメータとして多次元ベクトルのマッチングを行い，

象とする表現（滞在地に関する名詞および修飾語）の抽出手

両者ともに最も等価性の高いサッカースタジアムを抽出

法については，係り受け解析手法 [14] などによりすでに抽

結果として “あなたにとってサッカースタジアムに行くよ

出済みであるものとする．以降，本研究で新しく提案する

うなイメージです” と表現することで，伝え手にとっての

Point2 における伝え手と受け手の経験のマッチングアルゴ

“しょっちゅう” を受け手が実感することができる．

リズムと，Point3 における経験と個々人の主観の考慮方法に
ついて述べる．3.1 節では経験を定量化し，それをパラメー
タとした多次元ベクトルのマッチングアルゴリズムを示す．

3.2 受け手の主観的要素
受け手の主観（今回の例では，なじみ度合い）を考慮し

3.2 節では，3.1 節で抽出された経験について，受け手の主

て最適な経験を選択することで，受け手がより効果的に伝

観を反映させる効果となじみ度以外の例について述べる．

え手のイメージを実感できると考えられる．同じ経験をし
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図 5

修飾語の変換例

Fig. 5 Matching modiﬁers to compare calculated Life-log data.

てもその経験からイメージする内容は個人ごとに異なり，
その差は個々人の主観による影響が大きいと考えられる．
個々人の主観を自動的に抽出することは困難であるが，主
観に近い情報をライフログから抽出して近似することは可
能であり，長期的なライフログの蓄積，ログの種類の拡張，
抽出アルゴリズムの改良などの方法で精度を向上させるこ
とができると考えられる．
そこで，ライフログから抽出可能である主観的要素の例
として，たとえば本稿であげたなじみ度であれば総滞在時
間長によって近似することができる．また，他の例として
は，位置情報をもとに抽出された同行度合いやメール送受

図 6

なじみ度回答用紙 [15]

Fig. 6 Answer sheet: user’s familiarity with each station in the
Kanto area [15].

信頻度に基づく同行者との親密度，スケジューラの入力内
容や滞在した曜日の分類によって判定されるビジネス/プ
ライベート度合いなど，行動に関する個々人の主観的要素
をライフログにより近似することができる．
以上のような主観的要素を考慮することで表現の分かり
やすさが向上する具体的事例の 1 つとして，異文化コミュ
ニケーションや外国語の学習において，自身の国にない言
葉の概念を理解するために自身の経験によって表現するこ
とで，理解や暗記の効果が高まる可能性が考えられる．た
とえば，
「なじみ」という言葉の複数の英語訳の意味を理
解する際に，
「favorite coﬀee shop：仕事帰りによく寄る喫
茶店 Q のようななじみの店」
「common animal：小学校で
飼われているようななじみの動物」
「familiar smell：毎朝
立ち寄るコーヒー店から香るコーヒーのようななじみの匂
い」というように，身近な自身の経験で表現することで分
かりやすく説明することができるのではなかろうか．

4. 実験と基礎評価
今回，提案した感性コミュニケーションモデルに関する
基礎評価として，Point3 における主観的要素が表現の分か
りやすさに与える効果の検証（実験 1）と，Point2 のマッ
チングにおける客観的な等価性と Point3 の主観的要素の
相互関係を検証（実験 2）することでモデルの各要素に関
する検証を行い，モデル実装時に考慮すべき適切な経験の
抽出方法について実験結果から知見を得た．
今回の実験においては，駅の利用者数 [16] を対象シーン
とし，3.1 節に示した式 (1) においてパラメータを利用者
数，候補となる経験の数を受け手が滞在経験のある駅の数
として等価性の比較を行った．
式 (1) による最もシンプルなパラメータで客観的な等価
性を比較可能であるという点と，被験者にとってある程度
共通の利用経験があり，建造物としての規模も画一的であ
るため駅の利用者数を用いた．各駅のなじみ度は，図 6 に

c 2012 Information Processing Society of Japan


34

情報処理学会論文誌

Vol.53 No.1 30–38 (Jan. 2012)

示す路線図上に 5 段階（5. 最もなじみがある駅〜1. 通過し
たことだけがある駅）で記入する形式とし，路線図の範囲
は “首都圏” とされる範囲における全 1,314 駅を対象とし
た．被験者数は 11 名（20〜40 代研究所社員，関東圏在住，
男性 9 名，女性 2 名）である．実験 1，2 ともに，結果の分
析においては，多群におけるノンパラメトリック手法とし
て，Kruskal-Wallis 検定による分析および Steel-Dwass 法
による多重比較を利用した [17]．

4.1 実験 1

図 7 なじみ度と表現の分かりやすさの関係（∗p < .005，†p < .01）

実験 1 では，未知の駅に関する情報を被験者が経験した

Fig. 7 Relationship between familiarity and ease of

ことがある駅名で提示して分かりやすさを回答してもら

understanding.

い，駅に対するなじみ度が表現の分かりやすさに与える影
響を検証した．1 被験者あたりの実験サンプル（回答用紙

ルは，実験 1 と同様になじみ度 5 段階について類似度 5 区

にある比較対象の駅）は，なじみ度 5 段階，類似度 5 区間

間それぞれに対して 2 サンプルずつ選択し，2 種類の駅を比

（0.0–0.2，0.2–0.4，0.4–0.6，0.6–0.8，0.8–1.0）それぞれに

較対象としたため計 100 サンプルを用いて評価を行った．

対して 2 サンプルずつ選択した計 50 サンプルとし，被験

質問例を以下に示す．

者自身が回答用紙になじみ度を記載した駅の中から選択し

質問例

た．今回の質問では，数値という万人に共通の表現による

鎌倉に初めて行く友人から鎌倉駅の規模について聞か

場合と比較して，既知の駅名による提示がどの程度分かり

れ，あなたは他の駅で “△△駅くらいです” とたとえまし

やすいかを確認するため，以下の質問例にある 30,000 人

た．△△駅にあてはめる駅として，以下の各駅でたとえる

のような「数値情報」と「駅名情報」とで比較を行っても

適切さを 7 段階で評価してください．
結果

らった．質問例を以下に示す．

実験の結果，以下の 3 つの知見が得られた．実験 1 と同

質問例
あなたはまったく行ったことがない新しい土地へ引っ越

様に，多重比較においては項数 5 であるため，有意水準は

すため，転居先の最寄り駅の規模を調べたところ，
「平均

比較数 10 で割った値（∗ ∗ p < .001，∗p < .005，†p < .01）

利用者数 30,000 人/日程度の駅」
「△△駅くらい」という 2

とする．

種類の情報が提示されました．△△駅にあてはめる駅とし

(1) なじみ度とたとえの適切さに関する検定の結果，類

て，以下の各駅をあてはめた場合の分かりやすさを 7 段階

似度 > 0.2 のすべての類似度区間において有意差が検出さ

で評価してください．

れた．また，図 8 に示すように，類似度区間 0.8–1.0 にお
いてはなじみ度 1 とその他のなじみ度との間に有意差およ

結果
なじみ度と表現の分かりやすさの関連性について検定を
行った結果，1%水準の有意差（p = 8.41 × 10

−6

）が検出さ

れた．また，個々のなじみ度間について多重比較を行った
結果，図 7 に示すように有意差，および有意傾向が検出さ

び有意傾向が検出されたことから，客観的な等価性が高く
ても，なじみ度が極端に低い場所は効果があまりなく，表
現として適切ではない可能性が示唆される．

(2) 図 9 に示すように，類似度が高い場合にはなじみ度

れた．ここでは項数 5 の多重比較であるため，有意水準は

2〜5 の間においても有意傾向が見られた．これは，客観的

比較数 10 で割った値（∗p < .005，†p < .01）とする．し

な等価性が高い経験が複数存在した場合は，なじみ度の高

たがって，なじみ度の高さと表現の分かりやすさには関連

さ優先とすることで適切さが高まる可能性を示唆している．

性があることから，なじみ度の高い情報を優先的に選ぶこ
とで分かりやすさが高まると考えられる．

(3) 類似度 0.8 以下の 4 区間においては，なじみ度 2〜5
の間で有意差は見られなかった．これは，よく行く場所，
という観点以外の主観的要素の影響が高い可能性を示唆

4.2 実験 2

している．そこで，その他の主観的要素の影響について確

実験 2 では，適切な経験の抽出において，客観的な等価

認するため，アンケートにより各駅に関する滞在頻度，滞

性と主観的要素とをどのように考慮すべきかを検証する．

在時期，1 回あたりの滞在時間，よく滞在する時刻，主な

そこで，被験者が知っているある駅を，その被験者が行っ

滞在目的，滞在シーン（ビジネス/プライベート，平日/休

たことがある他の駅で表現することがどの程度適切である

日）
，滞在時に利用する施設，該当駅に対する印象を同様の

かを回答してもらい，駅自体の等価性と駅に対するなじみ

被験者に回答してもらった．その結果，最も強い影響が考

度との相互関係を評価した．1 被験者あたりの実験サンプ

えられる例として，類似度，なじみ度ともにある程度高い
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図 8 なじみ度と適切さの関係（∗ ∗ p < .001，∗p < .005，†p < .01）

Fig. 8 Relation between familiarity and suitability as a reference.

5. おわりに
本研究では，ユーザ間のコミュニケーションにおいて，
言葉などの表現方法だけでは伝えきれない伝え手のイメー
ジを，ライフログから抽出されるイメージに紐付く経験に
マッチングさせることで，受け手が自身の経験をもって実
感できる，という新しいコミュニケーションモデルを提案
した．
図 9

類似度区間 [0.8–1.0] におけるなじみ度と適切さの関係
（†p < .01）

Fig. 9 Relation between familiarity and suitability as
a reference, similarity interval [0.8–1.0].

また，提案するモデルの考え方を検証するための被験者
実験を行い，主観的要素を考慮することの有効性を確認し，
客観的な等価性に基づくマッチングと主観的要素の影響と
の相互関係を検証したことで，モデルの各要素に関する検

にもかかわらず適切でない，と評価した場合については利

証を行い，モデルの実装時に考慮すべき知見が得られた．

用する曜日，時間帯がまったく異なることが理由であると

検討課題として，得られた知見に基づいて実際にライフ

分かった．逆に，類似度，なじみ度があまり高くなくても

ログデータを用いてモデル全体を実装し，評価を行う．具

適切である，と評価した場合については同じ同行者と同じ

体的には，ベクトルのマッチングに用いるパラメータを複

目的で利用したため印象が重なるという回答が得られた．

数組み合わせた場合とそれらへの重み付け方法，マッチン

したがって，時間帯，曜日，目的，同行者などの訪問シー

グアルゴリズムの精度に関する検証，従来方式と比較した

ンや目的地の地理的特性といったユーザの行動の細分化

本モデルによる伝達の効果に関する評価を行う．また，利

や，利用するライフログの拡張によって主観的要素の影響

用するライフログデータ，伝え手の文章の中で変換対象と

をより詳細に考慮することで，表現の効果を高めることが

する表現の拡張と，実際のプロトタイプ構築によるインタ

期待できる．

フェースとしての実装を進める予定である．

以上より，実験 2 の結果を以下のようにまとめる．

また，今回は定量化が可能な位置情報に関するライフロ

( 1 ) なじみ度が極端に低い経験は適切でない．

グデータをもとに，滞在地および滞在頻度に関するイメー

( 2 ) 客観的な等価性が高い経験が複数存在する場合には，

ジのマッチングを行った．今後は，店舗やグルメに関する

なじみ度を優先する．

個々人の興味，嗜好の定量化データの利用 [18] や，センサ

( 3 ) 客観的な等価性があまり高くない場合には，なじみ度

から取得可能な緊張度合いなど，位置情報以外のデータも

の基準がよく行く場所という観点に限られず，行動の

用いることにより，より様々なイメージの伝達への発展が

目的，滞在時間帯，曜日など観点が多様であるため，観

期待できる．

点ごとになじみ度の抽出方法を検討する必要がある．
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