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Web ベース発想支援システム GUNGEN-SPIRAL II の
複数タブレット端末による拡張
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概要：近年の組織がかかえる時間，場所，人数の制約のもとで，効率的な知識抽出を行うための発想支援方
法を検討した．Web ベース発想支援システム GUNGEN-SPIRAL II を拡張し，複数台のタブレット端末
を結合・分離することで発想法のための作業空間を柔軟に拡張するシステム G-Pad を開発した．60 デー
タを用いた KJ 法実験の結果，KJ 法の実施結果には有意差はみられなかったものの，画面結合による作業
空間の拡大で操作性が有意に改善されることを示した．さらには端末の結合・分離を使い分けるユーザ挙
動も観察された．以上により，G-Pad の有用性を示した．
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Abstract: We discussed supporting idea generation methods for eﬀective knowledge creation under restriction of time, place and human resources occurred in recent organizations. We have developed a ﬂexible
workspace expansion system for idea generation G-Pad with connecting or separating multiple tablet devices, by improving the idea generation support system GUNGEN-SPIRAL II. By experiments with 60 data
KJ method, we showed the usability with two tablet devices was signiﬁcantly higher than that with one
device, although there was no signiﬁcant diﬀerence of the KJ result between them. We also observed the
user behavior with connected or separated use of two tablet devices as the situation demands. These results
showed the eﬀectiveness of G-Pad.
Keywords: idea generation support, KJ method, tablet device

1. はじめに

低減，迅速な意思決定を行い，絶えずイノベーションを生
み出していくことが企業活動に求められている．その原動

近年，インターネットや携帯電話に代表される ICT 技術

力として，企業組織に内在する知識・ノウハウを有効に活

の急速な発展と普及により，企業をとりまく環境が急速に

用し，新たな知識を創造する営みが重要性を増している．

変化してきている．グローバルな企業間競争が激化するな

そうしたなか，組織に断片的な情報あるいは暗黙知とし

か，大きく変化する市場や多様化する技術に適応し，より

て内在する知識・ノウハウを表出・形式知化し，さらには

短いサイクルでの商品開発，継続的な業務効率化・コスト

それらをもとに高い品質のアイデアを効率的に作成する
ための手段として，発想法が注目されている．発想法は体
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系的な手順に従ってアイデアを抽出・整理する手法の総
称であり，代表的なものにブレインストーミング [1]，KJ
法 [2] *1 ，マインドマップ [3] などがある．様々な種類の発
*1

KJ 法は株式会社川喜田研究所の登録商標である．
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想法およびその支援システムが提案されている [4], [5]．単

にみられ，さらには端末の結合・分離を柔軟に使い分ける

に既存のノウハウを形式知として抽出するだけでなく，そ

ユーザ挙動が観察された．

こからさらに新しいアイデアを創出し，ビジネスの発展や

本稿では，2 章で関連研究およびそれらの持つ課題につ

業務の効率化につなげる知識として活用するうえで特に有

いて整理し，3 章で想定されるユースケースに基づく要件

用である．

の整理を行い，発想支援システム G-Pad の提案および実

一方で，組織内の知識・ノウハウ活用のニーズの高まり
とは裏腹に，その知識を抽出するための稼働（時間・人）の
確保がますます困難になる，というジレンマを多くの組織
がかかえている．競争の激化や雇用環境の流動化により，

装について述べる．4 章で実験評価を通じて本提案システ
ムの有用性について議論を行い，5 章に結論を述べる．

2. 関連研究

商品開発や業務効率化に対する要求サイクルがますます短

KJ 法 [2] は発案者の川喜田による，問題解決方法とチー

くなってきており，知識・ノウハウの活用が必要となる場

ムワークの理論に基づく発想法である．その基本プロセス

面が多くなる一方，組織幹部はもとより，現場担当者の業

は，
（1）テーマを決めてアイデアを発想し，ラベルに書き

務はさらに多忙をきわめている．そのため，関係者全員を

出し，
（2）志の近いラベルを集めて表題（島名）を付けて

一堂に集めて議論するようなことが多くの組織において非

配置（島作成）
，
（3）結果を文章化，となる．KJ 法の支援

常に難しくなってきている．発想法の本質は暗黙知の形式

ツールについても，数多く研究あるいは市販されており，

知化にあり [6]，暗黙知を活用するうえでは，対面環境もし

基本的には紙同様の作業環境を画面上に実現する，あるい

くはそれに相当する臨場感を有する環境で実施できること

は遠隔地からの参加など，場所を選ばず使うことができる，

が望ましい [7]．しかし上述のとおり，発想法実施のために

といった観点での ICT 支援が中心である．

メンバ全員を特定の場所に一堂に集めるのは困難であるこ

PAN/KJ [8] では，マルチメディア情報を扱う KJ 法支

とから，時間や場所を選ばず，アドホックに集まったメン

援環境を実現している．全体俯瞰用のユニバーサル画面

バだけでも実施可能な手法が求められる．

と，マウス操作に追随して表示領域を高速移動するローカ

スマートフォンやタブレット端末といった，モバイル機

ル画面により，作業空間の連続性を感じさせる仕組みを提

器の急速な普及およびモバイルネットワークの高速・広域

供する．しかし，ユニバーサル画面では概略的な島配置し

化により，場所を選ばず種々の業務を遂行できる環境が整

か俯瞰できず，作業環境の全体把握にはローカル画面のス

いつつある．ノート PC や PDA，スマートフォンといった

クロールが必要となるため，メンバ全員が全体像を共有

従来のモバイル機器の多くは個人での単独利用を想定した

するのは難しい．また，マウスを使った操作となる．The

画面・インタフェース設計となっているが，タッチパネル

Designers’ Environment [9] では，ジェスチャや音声そして

を搭載し，ビューアとしての視認性が優れたタブレット端

ペンタブレット PC を入力に使用し，据置型の大画面タッ

末の普及により，複数メンバでも容易に同じ画面を見なが

チパネル端末（DiamondTouch Table）を用いて直感的に

ら協調操作を行いやすい環境が整いつつある．しかし，多

操作可能な KJ 法支援環境を提供している．

くの発想法では同時に数十から数百程度のアイデアや意見

GUNGEN-SPIRAL II [10] では，アイデア収集から KJ

がデータとして扱われている．たとえば KJ 法の場合，過

法まで一貫した支援を行うことを目指し，Web ブラウザを

去 1,000 例以上の実践ケースにおいて，ラベル数（データ

介した作業空間共有による遠隔地を含めた分散 KJ 法を実

数）は 1 テーマ 30 から 60 枚ぐらいであったと主文献 [2]

現している．通常の PC だけでなくスマートフォンやネッ

において述べられている．モバイル環境では端末の大きさ

トブック，DiamondTouch Table（ただし，1 人での使用）

の制約から，この規模のデータを扱うためには，タブレッ

などにも対応し，スマートフォンでアイデアを収集して

ト端末を用いても必ずしも十分な作業スペースを確保でき

DiamondTouch Table で KJ 法を実行，ネットブックで遠

るとはいえない．個人作業であれば画面スクロールによっ

隔地から KJ 法に参加，といった柔軟な利用環境を提供し

てある程度の規模のデータを扱えるが，1 度にデータ全体

ているが，作業効率は個々の端末のサイズに依存し，画面

を俯瞰できないことから，複数メンバでデータの全体像を

解像度が小さいほど画面スクロールの負担が大きいといっ

共有するのは困難である．

た操作性の問題が報告されている．

本稿では，組織において場所・時間・人数を選ばず発想

KUSANAGI [11] では，複数の PC の画面を連結して巨

法を実践できることを目的として，複数台のタブレット端

大な作業画面を作り，その上で複数のマウスを用いた複数

末を結合・分離できることを特徴とし，作業空間を柔軟に

ウィンドウへのネットワーク同時操作を，ミドルウェア

拡張できる発想支援システムを開発した．そして，KJ 法

GLIA を用いて実現している．しかし，据置型の作業環境

を 2 つのテーマで 60 データを用いて実験評価を行った結

が前提となる．また，マウスを使った操作となり，作業画

果，KJ 法の実施結果には有意差はみられなかったものの，

面を広げるほどマウスの移動量が膨大になる．

画面結合による作業空間の拡大による操作性の改善が有意

c 2013 Information Processing Society of Japan


GDA [12] では，複数台の PDA を持ち寄って 1 つの共有
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作業空間を作ることで，PDA が持つ画面の狭さを緩和し，

の作業に近い操作性を実現できることから，KJ 法やマイ

場所を選ばず KJ 法を行える環境を提供しているが，元々

ンドマップに適用可能なアプリケーションが数多く提供さ

の画面サイズの制約が大きいことから，20 データ程度しか

れている．iCardSort [14] は，iPad の画面上でテキストが

扱えない．また，専用ペンを使った操作となる．

記載されたカードを自由に配置できるアプリケーションで

これらのアプローチは，従来の紙ベースでの KJ 法では

あり，重なり合ったカードを一体のグループ（KJ 法の島

不可能であった遠隔地からの参加などいくつかの課題を解

に相当）として 1 度の操作で配置位置を移動できる．All

決しているが，本格的な実践にはまだ多くの課題が残って

Stuck Up [15] は付箋紙のメタファを採用し，付箋紙の糊に

おり，紙ベースの手法を凌駕するのは容易ではない．据置

相当する部分を重ねることで，こざね法 [16] 同様に複数の

型端末では利用場所に制約を生じ，PDA やスマートフォ

カードを 1 つに束ねて扱う機能を有する．Idea Sketch [17]

ンはそもそも画面サイズの制約が大きい．多様な端末が使

は，アイデア間の階層・リンクを，カード操作用 GUI とア

えることは反面，端末が替わることで操作性の違いが生

ウトラインプロセッサを自在に切り替えながら操作でき，

じ，思考の妨げになったり操作の慣れに時間を要したりす

KJ 法の島構造やマインドマップのリンクを容易に表現す

る．遠隔地からの参加も対面作業に比べるとコミュニケー

ることができる．これらはタブレット端末の特性を生かし

ション上の壁が存在する．さらには，PC，PDA，スマー

た直感的な操作性を提供し，KJ 法における島作成作業を

トフォンといった汎用端末は，基本的には個人が単独で操

直感的に模擬できるものの，1 台のタブレット端末の中に

作することを前提としており，複数人による協調作業はも

閉じたスタンドアローンな動作にとどまっており，一覧で

ともと想定されていない．操作的にも 1 端末を同時に使え

きるデータ数も限られる．

るのは 1 人だけに限定するなど制約が生じる．そのため，

Diamond Touch Table のような専用ハードウェアを用意
するか，あるいは KUSANAGI のネットマウスのように，
他端末からのマウスカーソルを 1 端末に集めて操作できる
ようにする必要がある．

3. G-Pad の設計と実装
3.1 解決すべき要件
本稿では，場所・時間・人数を選ばずに実践する発想法の
ユースケースとして，屋外の作業現場など，据置型の端末

また，Fjermestad らは，1998 年までに発表された多数の

を事前に設置することができない環境において，アドホッ

グループ支援システムの文献を詳細に分析し，グループ支

クにメンバ（現場の作業担当者など）が集まって，現場の

援システムが支援対象とする要素を分類するとともに，対

課題解決や新たな商品企画などを目的とした発想法を，主

面会議に対する結果の有意差がみられないことを明らかに

に対面で実施する状況を想定する．前章までに述べてきた

している [13]．しかし，会議室などで固定的に実施する会

課題より，解決すべき要件は以下のとおりとなる．

議を暗黙のうちに対象としており，対面/遠隔，同期/非同

要件 1

場所を選ばず作業環境を確保

期といった違いは述べているが，会議そのものがアドホッ

発想法に参加するメンバが集まったらいつでも開始

クに実施されるようなユースケースは想定されていない．

できるように，据置型の端末を必要とせず，メンバの

一方，iPad *2 に代表される新しいタイプのタブレット端

一部あるいは全員が常時持ち歩ける端末を利用する．

末が脚光を浴び，急速に普及しつつある．タッチパネルを

要件 2

参加メンバの増減に応じ柔軟に作業空間を確保

搭載した PC（タブレット PC）自体は以前から存在したが，

参加人数が増えるほど，扱われるアイデア・意見の

( 1 ) ビューアとしての機能（主コンテンツは電子書籍）に

数が増えると考えられ，さらに視認性の観点からも，

注力したうえで，解像度，重量，バッテリ稼働時間（お
よび価格）のバランスがとられている

( 2 ) タッチパネルは静電式マルチタッチに対応し，かつそ
れを前提とした OS（iOS，Android など）が搭載され，
指を使った（専用ペンを必要としない）直感操作が行
える．

より広い作業空間が必要となる．少なくとも数十程度
（前述の KJ 法の例では 30 から 60 程度）のデータを
メンバ全員が俯瞰できる必要がある．
要件 3

作業場所を離脱した場合も作業状況を容易に継承
アドホックに集まったメンバを前提とすることか

ら，発想法実施途中でその場から離脱せざるをえない

( 3 ) 無線 LAN およびフル機能 Web ブラウザが標準搭載さ

ケースが想定される．その場合にも，残ったメンバで

れており，PC 上とほぼ遜色ないレベルで高度な Web

作業を継続したり，離脱したメンバが遠隔からリモー

アプリを動かすことができる．

ト参加したりできることが求められる．

といった点で従来の端末とは一線を画している．画面の広
さとマルチタッチを生かし，1 台の端末を複数名で閲覧・
操作しやすいこと，指先を使ったカード操作など紙ベース

3.2 設計方針
上記要件に対応するため，いつでも，どこでも KJ 法を
支援可能な発想支援システム G-Pad を提案する．以下に

*2

http://www.apple.com/ipad (2012.11.12)
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システムの設計方針を示す．
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( 1 ) タブレット端末の活用
場所を選ばず複数名で画面を閲覧できるという観点か
ら，タブレット端末を作業環境として利用する．近年
は ANA の事例 [18] のように，企業でもマニュアル閲
覧などの目的で 1 人 1 台持ち歩く業務スタイルが広ま
りつつある．メンバが日々持ち歩くタブレット端末を
作業環境として利用することで，メンバが集まりさえ
すれば場所を選ばず発想法を実施できるようになると
ともに，オブザーバ的に参加するメンバも，作業画面
を見ながら状況を把握し，必要に応じて議論に参加す
ることができる．

( 2 ) 画面の結合・分離
作業人数が増えた場合，画面との距離が相対的に離れ
てしまうため，作業環境の一覧性が損なわれる．また，
データ数が増えると 1 画面に収まらず画面をスクロー
ルあるいは縮小しながら閲覧せざるをえなくなり，参
加メンバで作業全体のイメージを共有することが困難
となる．これを防ぐため，作業メンバが持ち寄ったタ
ブレット端末どうしの画面を結合させることで作業領
域を仮想的に広くし，一覧性を高めるとともに，端末

1 台の場合と同等の操作性を継承する．一方で，メン
バが作業場所を離脱，あるいは一時的に作業を分業す
る場合に，個々の端末を再び独立に操作できるように，
結合した画面を再分離する機能も提供する．

( 3 ) Web アプリとして実装
スタンドアローンアプリではなく，Web アプリとして
実装することで，すべてのデータをサーバ上で同期で
きるようにする．これにより，対面作業を離脱したメ
ンバも，作業場所離脱時に画面を分離したタブレット
端末をそのまま持ち出すことで，基本的な操作性に影
響を及ぼすことなくネットワークを介して遠隔から引
き続き発想法の作業に参加し続けることができる．

3.3 機能
上記を実現するため，本システムは Web ベースの発想
支援システムである，GUNGEN-SPIRAL II [10] を母体と
し，タブレット端末を使用端末として実装することで要
件 1，要件 3 に対応することとした．さらに，要件 2 に対
応した G-Pad オリジナルの機能として画面の結合・分離
を実現するために，以下の機能を実装している．

( 1 ) 画面結合機能
ボタン操作 1 つでタブレット端末の画面を結合させる
ことができる機能を実現した．この機能により，操作
方法を変えずに作業領域のみをスムーズに広げること
ができる．画面結合の仕組みとして，まずあらかじめ
システム上に広い仮想的な作業領域を設けておく．画
面左上を原点とし，最初はタブレット端末の表示画面
の原点と一致させ，システム上の KJ 法スペースをタ

c 2013 Information Processing Society of Japan


図 1

画面結合の動作原理

Fig. 1 The principle of screen combination.

ブレット端末で上から覗きこむ形で表示する．画面結
合ボタンを押すことで，タブレット端末の表示画面の
原点がタブレット端末の幅と同じ長さ分だけ座標が移
動するようにスクロールした状態で表示する．それに
より，端末を 2 台並べると画面が結合しているように
見える．図 1 に画面結合の仕組みを示す．
本実装では 2 台までの結合としているが，縦方向につ
いても同様の仕組みを設けることで 4 台まで画面を結
合でき，仮想作業領域の確保範囲やボタンの配置によ
り，任意に結合画面を増やすこともできる．また，端
末の画面解像度に応じて移動位置を調整することで，
異なる種類のタブレット端末を用いても画面結合機能
を利用することができる．

( 2 ) メニュー欄の収納・再表示機能
GUNGEN-SPIRAL II では操作メニュー欄がつねに表
示画面左上に表示されているが，画面を結合した場合
は結合側端末の操作メニューが自動的に収納され，隠
れた状態となる（図 1 右）．画面結合した状態から再
び分離して各端末を独立に操作できるようにするため
に，収納されたメニュー再表示ボタンを押すことで，
元のメニューを表示した状態に戻すことができる．動
作イメージを図 2 に示す．以上により，画面の結合，
および分離をそれぞれワンタッチで切り替えることが
でき，利用形態に合わせて結合・分離の 2 つの状態を
シームレスに行き来することができる．

3.4 システム構成
本システムは Ajax を用いて開発した Web ベースによ
るシステムである．母体の GUNGEN-SPIRAL II のプロ
グラム規模は約 15,000 行であるのに対し，本プログラム
での機能追加は約 300 行である．開発には，Adobe 社の

Dreamweaver CS3 を用いた．Web アプリケーション構築
環境には MAMP [19] を用いている．表 1 に実装環境の構
成を示す．
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図 2 画面結合・分離におけるメニュー収納・再表示の動作イメージ

Fig. 2 Screen image of menu button for screen combination or
separation.
表 1 実装環境の構成

Table 1 The construction of implementation environment.
コンポーネント

ソフトウェア

バージョン

OS

MacOS X

10.5.8

AP サーバ

MAMP

1.7.2

Web サーバ

Apache

2.0.59

図 3

実験環境および実施の様子

Fig. 3 The experimental environment and an example.

のを用いた．準備するラベル数については，過去の著者グ

4. 評価
4.1 実験環境
タブレット端末 1 台の場合と 2 台の場合とで，各場合に
おける操作のしやすさや見やすさ，どのように使われるか，

ループによる KJ 法実験の大半においても多くて 100 デー
タ程度であったこと [20]，さらには 1 章で述べたように，

KJ 法の過去の実践ケースにおいてラベル数は 1 テーマ 30
から 60 枚ぐらいであったことを考慮し，60 データとした．
本実験で実施した KJ 法のプロセスの結果，最終的に得

KJ 法の結果にどのような差が出るかなどを調査すること

られた島名は，本実験に参加していない 6 人の評価者によ

により，要件 2 に対する本提案機能の有用性を評価するこ

り，AHP [21] を応用した八木下らの方法 [22] で評価を実

とを目的として，KJ 法適用実験を実施した．

施した．また実験終了後，すべての被験者に対し，G-Pad

被験者は和歌山大学の学生 8 人および社会人 2 人の計 10

の操作性に関するアンケート調査を実施した．さらに一連

人で，2 種類のテーマに対しタブレット端末 1 台の場合と

の実験の様子は冒頭より HD 画質のビデオカメラ（SONY

2 台の場合とで，カウンタバランスをとりながらそれぞれ

NEX-VG10）で背後から固定撮影し，事後にビデオ映像の

2 人 1 組で実施した．使用するタブレット端末は iPad，使

目視で作業中の挙動を観察した．定量的な分析までは行わ

用ブラウザは Mobile Safari とした．視認性の差異を低減

ず，各被験者の端末の配置や持ち方，作業の分担といった

させるため，両被験者が同じ角度で閲覧できるように端末

定性的な挙動変化の抽出のみを行い，評価結果の考察時の

の初期配置を決定した．実験に先立ち，実験のテーマ（KJ

補足材料とした．図 3 は撮影した映像のスナップショット

法のテーマ）および端末の操作説明および機能説明を実施

である．

したが，実験中の端末の使い方（初期配置位置からの端末
の移動など）についての制限は設けていない．実験環境の
イメージおよび実施の様子を図 3 に示す．

4.2 評価実験
実験のテーマは「究極のネットワークサービス」および

実験は 2 章で記載した KJ 法のプロセスのうち，( 2 ) の

「究極のモバイルアプリケーション」である．タブレット端

島作成を行う部分のみを対象とし，( 1 ) のラベル書き出し

末を 1 台用いた場合と 2 台用いた場合の 2 通り KJ 法（島

については，過去に学生を対象に実施した実験や演習によ

作成）実験を行った際の作業時間，作成された島数，島名

り集めたデータより，評価の高かったものを抜粋したも

の評価結果の平均値を表 2 に示す．被験者からのアンケー
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表 2 実験結果（平均）

Table 2 Result of experiments.
項目

1台

2台

作業時間

54 分 42 秒

68 分 0 秒

島数

11.4

11.2

島名の評価

2.78

3.18

表 3 アンケート結果（平均）

Table 3 Questionnaire results.
質問

1台 2台 p

1. 目が疲れませんでしたか

3.3

3.4

× 0.05

r

2. 画面は見やすかったですか

2.7

3.8

○ 0.62

3. 画面の大きさは十分広かったですか

2.1

3.8

○ 0.79

4. 文字の大きさは十分読めましたか

3.6

4.5

○ 0.61

5. 操作は簡単でしたか

3.8

3.9

× 0.05

なった．有意差がみられたのは「2. 画面は見やすかった

6. ラベルの移動は簡単でしたか

3.4

4.2

○ 0.46

ですか」
（p = 0.004），
「3. 画面の大きさは十分広かったで

7. 島の移動は簡単でしたか

3.4

3.8

× 0.19

すか」
（p = 0.001 以下），
「4. 文字の大きさは十分読めま

8. 島作成は簡単でしたか

3.8

3.6

× 0.12

したか」
（p = 0.005），
「6. ラベルの移動は簡単でしたか」

9. 島名入力は簡単でしたか

3.7

3.9

× 0.13

10. 島の大きさ変更は簡単でしたか

3.6

3.6

× 0.00

11. 直感的に操作できましたか

4.2

4.2

× 0.00

図 4 実験結果例

Fig. 4 The example of KJ chart at experiments.

（p = 0.04）の 4 項目であり，それぞれ 1 台と 2 台とで平
均評価差は顕著に大きくなった．効果量も 2，3，4 では大

12. タッチ操作による精度は高かったですか 3.4

3.6

× 0.13

（0.60 以上）
，6 は中程度（0.30 以上）となった．操作のし

13. 画面拡大機能は必要ですか

3.7

3.2

× 0.19

やすさが向上した理由としては，画面自体が広くなったこ

14. 画面縮小機能は必要ですか

4.4

3.5

△ 0.42

とでラベルや島を自由に移動できる空間も広がったことに

15. スクロールは負担ではなかったですか

3.3

3.8

× 0.27

加え，2 台の場合はそれぞれの端末を独立操作できる点も
考えられる．
「14. 画面縮小機能は必要ですか」については，

トは 1（非常に同意しない）〜5（非常に同意する）の 5 段

p = 0.07 と 10%の有意水準にとどまるものの，1 台の場合

階で実施し，結果の平均を表 3 に示す．表 3 中の p は t

での評価が非常に高くなり，効果量も r = 0.42 と中程度と

検定における p 値，r は効果量（点双列相関係数）を示す．

なった．ラベルを画面端から順に敷き詰めると，60 データ

p 値については有意差の有無を判断する基準にすぎないた

の場合はそれだけでほぼ 1 画面が埋まってしまい，1 台だ

め，表中では絶対値ではなく値の範囲のみを記載し，○は

けでは島作成に画面スクロールが必須となってしまうこと

p < 0.05，△は 0.05 < p < 0.1，×は p > 0.1 を示す．

から，全体の俯瞰と作業空間の確保のため，画面の縮小表

また，自由記述意見の例を以下に示す．

示に関する要望が非常に高くなったと考えられる．一方 2

1 台の場合：

台の場合は，図 4 に示すとおり，作成した島全体を俯瞰で

• 60 データだと全体的に見にくい．

きるような島配置を行うことができており，
「15. スクロー

• 全体を拡大・縮小する機能がほしい．

ルは負担ではなかったですか？」についても差が 0.5 と比

2 台の場合：

較的大きいことから，2 台の場合はスクロールをあまりと

• 画面枠の固定機能がほしい．

もなうことなく十分な作業空間で作業が行えていたと考え

• 拡大縮小はあると役に立つと思います．

られる．

端末 2 台の場合で実際に作成された島の画面イメージを
を図 4 に示す．島作成に要した平均作業時間は，2 台の場

4.3 挙動分析

合の方が時間を要したが，5%の有意水準による一元配置分

実験状況をビデオ撮影したものを観察したところ，2 画

散分析の結果，p = 0.43，r = 0.29 となり有意差はみられ

面に分かれていることに起因する特徴的なユーザ挙動がい

なかった．

くつかみられた．

島の平均個数は 2 台の場合の方が少なくなったがほぼ差
はなく，p = 0.87，r = 0.06 と有意差もみられなかった．

・画面境界部分での操作
画面をまたがる部分に配置されたカードを操作する際に，

島名の平均評価については，2 台の場合の方が高くなっ

画面を少しスクロールさせてカードを動かし，スクロール

たが，同様に p = 0.56，r = 0.19 となり有意差はみられな

を戻す，といった挙動がみられた．
「11. 直感的に操作でき

かった．

ましたか」の評価が低かった理由として，自由記述回答で，

アンケート結果については 2 台の方が全般に高評価と
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「iPad 間でラベルを移動するところはやりづらい」点があ

644

情報処理学会論文誌

Vol.54 No.2 639–646 (Feb. 2013)

比較実験の結果，KJ 法の実施結果自体には実施時間，島
数，島名評価とも有意差はみられず，2 台の場合でも遜色
なく発想法を実施できたと考えられる．一方でアンケート
結果より，端末を 2 台用いることで，1 台の場合よりも画
面の見やすさ，操作性の観点で有意に改善がみられ，本提
案の有用性が示された．
また，実験模様の観察により，2 台の端末を結合せずまっ
たく独立に操作しているケースがみられた．本システムの
本来の意図からは外れるものの，利用者の嗜好やスキル，
図 5 2 画面を独立に操作している例

Fig. 5 An example of manipulating G-Pad individually.

さらには利用者間での役割分担によって，複数台の端末を
一体あるいは独立に使い分ける，といった柔軟な運用が行
えることが示された．

げられていたことから，その対応操作として実施されたも

今後は参加人数や端末数が増えた場合も含めて引き続き

のと思われ，本操作を実施した結果として，
「スクロールし

検証していくとともに，業務の現場で実施する必要がある

た後でも 1 ボタンで元のポジションに戻る機能がほしい」

ような，より実践的なテーマへ適用することで，場所を選

という意見につながっていると考えられる．

ばず発想法を支援できる効果を検証していく予定である．

・画面間での作業の分担

また，被験者へのアンケートを実施した際の自由記述意見

2 人で 2 画面を用いて実施したことから，暗黙のうちに

においては，母体となる GUNGEN-SPIRAL II 自体の操

操作する端末を分担している挙動が 5 例中 4 例でみられた．

作性に起因する指摘もあげられていたことから，今後さら

ある程度カードの配置が定まってきた後，島の作成，島名

にタブレット端末の特性を生かした機能・操作性改善を進

の入力は，被験者がそれぞれ手前の端末分の入力を実施す

めていく．

るケースがみられた．残りの 1 例では，両端末における島
名の入力操作を一方の被験者に委ねる形で操作し，他方が
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