
インタラクション研究の難しさ

インタラクション研究は，人間と情

報技術のかかわり方を起点とし，私た

ちの生活により快適性や利便性をもた

らす情報技術の発展を目指しています．

一般的にインタラクション研究は難し

く，特に評価方法について多くの研究

者が頭を悩ませているのが現状です．

その背景には，仮にインタラクション

の質を向上させることを期待してシス

テムを構築したとしても，その期待が

実現できたか否かを評価することが意

外と難しいということが挙げられます．

インタラクションの評価を困難にし

ている１つの要因は，インタラクショ

ンにおいて速度や正答率といった，誰

でもが共通に用いるような尺度の定義

が存在しないことです．このため，「イ

ンタラクションが改善されたとはどう

いった状態を指すのか」「何がどのよう

に変化すれば目的が達成されたとみな

せるのか」「何と比較して改善したとい

えばよいのか」といった問いに対して

研究者自身が答えを見つけなければな

りません．そして厄介なことに，これ

らに対する各研究者の考え方は多様で

あり，絶対的に正しい価値観など存在

しないのです．

その結果，各研究者が自分の価値

観に基づいて「私は○○ということが

ユーザにとって改善された状態である

と考える」と定義し，自分の思いつく

ままにシステムをつくることになります．

こうして各研究者が好き勝手なシステ

ムをバラバラにつくることによって，同

じとも違うとも判別のつきにくいシス

テムが山のようにできてしまうのです．

そしてシステムが出来上がると，次

は課題を与えての評価を行います．各

自の価値観で「改善された状態」を定

義できたとしても，それが実際に達成

されているかどうかを評価することは容

易ではありません．例えば，使うこと

によってコミュニケーションが楽しくな

るシステムをつくったとします．楽しい

状態を客観的に計測する尺度は存在し

ないため，実際にユーザに試用しても

らい楽しくなったかどうかをユーザ自身

に聞いて調べる方法がとられます．と

ころが往々にして，研究者は自分のシ

ステムに対する思い入れが強く，役に

立つに決まっていると思い込みがちで

す．そのため，ユーザを対象にアン

ケート調査やインタビューを実施して

も無意識のうちに自分に都合の良い結

果を引き出す聞き方をしてしまうこと

がどうしても多くなってしまい，また研

究者の聞き方に問題がなかったとして

も，ある機能の付随している場合とい

ない場合を比較してどちらが良いか問

われると，大抵のユーザが実際に良い

と感じたかどうかとは関係なく，付随

している場合が良いと答えることが知

られています．

このようなユーザ実験を通して多く

の場合は期待どおりの結果が得られ，

目的が達成されたと報告することと

なってしまうのです．そして，その後

そのシステムが顧みられることはなく，

さらに改善されることも残念ながら少

ないのが現状です．

ここで筆者は研究者の価値観の多様

性や発想豊かなシステムづくりを否定

しているわけではありません．しかし，

自分のシステムの「独創性」に目を奪

われるあまり，既存のシステムとの関

連性を見落としたり見誤ってしまうこ

とは問題だと思います．また，表層的

な評価しか行わないために，改善点を

見逃したり同定できず次のステップに

つながらないことも同様です．それら

のために，インタラクションという分野

が他分野の研究者に研究分野として知

見を蓄積していないような印象を与え

てしまうのは残念なことです．

インタラクション研究を健全な研究
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インタラクション分析から生まれる
コミュニケーション支援

インタラクション研究は，研究分野に共通する尺度が存在しないために，
研究成果に対する客観的な評価がされにくいという特徴があります．本稿で
はまず，インタラクション研究の難しさとそれを改善し，研究分野全体の知
見を確立するためにNTTコミュニケーション科学基礎研究所で行ってきたア
プローチの方法を紹介します．
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分野として発展させるためには，好き

勝手なシステムをバラバラとつくって表

層的な評価をするのではなく，従来研

究との関連性を意識したシステムづく

り，納得のいく合理的な評価・分析を

実現しなくてはなりません．そして，各

研究者が合意できるような共通基盤を

持つ必要があります．

その際，特に重要なことは，実験等

から得られた結果を一般化し，知見と

して蓄積することです．１つひとつの

実験から得られる結果は限定的で脆弱

なことが多く，実験条件や課題を少し

変更しただけで異なる結果が得られる

ことも決して稀ではありません．した

がって，実験によって得られた結果を

従来研究と比較検討することによって

一般化し，意義のある知見に変換する

ことが必要です．そして，それらを積

み重ねることによってインタラクション

の研究分野全体としての知見を強化・

蓄積し，共通基盤を形成することが可

能になると考えます．

次に私たちがこれまで行ってきたア

プローチについて紹介します．本アプ

ローチの特徴は，まずユーザがシステ

ムを利用している様子を観察・分析

し，システムがユーザの行動に及ぼす

影響を理解したうえで人と情報技術の

接点を総体的に考えることです．本ア

プローチではシステムやコラボレーショ

ンの特徴を理解したうえで改善案を提

示することが可能なため，有効性の高

い提案が期待できます．

以下では本アプローチをビデオコ

ミュニケーションシステム「t-Room」

に適用した例について紹介します．

ビデオコミュニケーション

システムt-Roomとは

t -Roomとは，NTTコミュニケー

ション科学基礎研究所で開発されたビ

デオコミュニケーションシステムです．

遠隔ユーザの身体性の再現と身体の移

動を伴う協調作業の両立を目指して設

計されました．t-Roomの特徴は，１

地点につき複数ユーザを許容し，ユー

ザがt -Room内のどこにいても遠隔

ユーザの立ち位置をほぼ正確に伝達で

きることです．

t-Roomのハードウェア構成は以下

のとおりです．

ユーザのいる空間を囲むように配置

された複数のカメラ，縦置きディスプ

レイ，２枚のディスプレイで構成され

た中央テーブル，そしてテーブル面を

撮影するビデオカメラから構成されま

す（図１）．複数地点に同一構成の

t-Roomを設置し，それらの間で映

像・音声を通信し合うことによって，

遠隔地にいるt-Room内のユーザどう

しが同じ作業空間を共有することがで

きます．テーブル上の物体も遠隔テー

ブル上の同じ位置に２D映像として再

現され，同じt-Room内の複数ユーザ

どうしだけでなく遠隔のユーザどうしで

もテーブルを囲み自由な立ち位置をと

りながら協調作業を行うことができる

のです．

従来のシステムがテーブル用ディス

プレイと上半身投影用の縦置きディス

プレイの間に映像の欠損が生じないよ

うディスプレイどうしを連続して配置

していることに対し，t-Roomではテー

ブル用ディスプレイと縦置きディスプ

レイの間に人が入れる隙間を設け，そ

の空間内を人が自由に移動することが

できるように配置しています．

観察による問題発見

私たちは予備実験の観察を通して，

t-Roomを用いた遠隔協調作業で遠隔

ユーザのジェスチャ認識を妨げる問題

が生じていることを発見しました．そ

して，関連研究とさらなる詳細な分析

により，その問題の要因を２つ特定し

ました．ここで挙げる２要因はt-Room

に限らず，従来の遠隔テーブル共有シ

ステムに共通に生じる現象です．

・注意の離脱：ユーザは作業に集中

しているときやほかの物事に注意

を払っているとき，遠隔ユーザの

ジェスチャを見逃しやすい傾向に

ある．例えば遠隔指示において，

作業者が手元に気を取られている

ときに遠隔指示者が次の指示に関

連するジェスチャを行っても，作

業者はそのジェスチャを見逃して

しまうことが多い．

・オクルージョン：ユーザの手や物

図１　t-Room を介した遠隔協調作業 



体がテーブル表面を覆うと，テー

ブル上面に表示された遠隔ジェス

チャの映像がそれら実物体の下敷

きになって隠れてしまうことがあ

る．この現象（オクルージョン）

は，特に実物体が介在する遠隔協

調作業で頻繁に観測され，作業

効率を下げてしまう傾向がある．

例えば遠隔指示において，遠隔指

示者のジェスチャ映像の一部が物

体の下敷きとなり，作業者が指示

内容を正確に把握できないことが

ある．作業者が物体を持ち上げて

指示者のジェスチャ（指差し位

置）を確認しようとすることがあ

るが，持ち上げた時点では大抵の

ジェスチャは終了しているため見

えないことが多い．

観察に基づく機能提案

私たちは，上記の観察において，

ユーザが遠隔ジェスチャを見落として，

あるいは見えなくても，ジェスチャの存

在自体には気付いており，探す仕草を

とることが多いことに気付きました．こ

のことから，遠隔ユーザの数10ミリ～

数秒前のジェスチャの遅延映像（図

２）を現在の映像に重ねて表示する方

法（Remote Lag）を思いつきまし

た．すなわち，遠隔ジェスチャの遅延

映像をうまく利用することによって，

注意の離脱やオクルージョンによって

遠隔ジェスチャを見逃した場合でも不

可視状態から回復する効果が期待でき

ると考えたのです．

実 験 設 計

遠隔協調作業におけるRemote Lag

の効果を評価するために，t-Roomを

用いて被験者実験を実施しました．具

体的に実験を通して解明したい項目は

以下のとおりです．

① Remote Lagの表示によって遠

隔ジェスチャの不可視性の問題は

緩和されるか．

② Remote Lagの表示によって遠

隔指示における発話効率が向上

するか．例えば，作業者による質

問や確認および指示者による冗長

な指示が減少するか．

③ Remote Lagの表示によって

ユーザにどの程度の認知負荷がか

かるか．

被験者実験には，被験者56名（神

奈川県のt-Roomに28名，京都府の

t-Roomに28名）が参加しました．具

体的には，神奈川県と京都府から各２

名ずつの合計４名で１グループとし，

合計14グループを構成しました．各

グループは，２つのメディア条件で１

回ずつ（計２回）t-Room内のテーブ

ル上で遠隔作業指示に関するグループ

課題に取り組みました．２つのメディ

ア条件とは「Remote Lagを表示しな

い場合」と「Remote Lagを表示した

場合」です．

実験の課題には，テーブルを用いた

遠隔協調作業でよく題材として用いら

れる「実物体を用いた遠隔作業指示」

を採用しました．この課題は，専門家

（指示者）が遠隔地にいる初心者（作

業者）に指示を出すことによって目的

を達成するというものです．本実験で

は特に，異なる専門知識を持ち指示を

出す２名の専門家が神奈川県に，作

業する初心者２名が京都府にいる状況

を想定し，合計４名で遠隔協調作業を

実施しました．

具体的な協調作業内容は「レゴブ

ロックの組み立ておよび配置」としま

した．レゴブロックの組み立て作業は，

主に作業者が指示者の指示に従ってレ

ゴブロックを操作（回転や接合）する

ものであり，実物体を扱う協調作業の

実験で採用されることが多いものです．

部品は作業者のいるt-Room内のテー

ブル上に過不足なく置いてあり，作業

者だけが操作することができます．

提案機能の有効性検証

私たちはメディア条件の違いが協調

作業に及ぼす影響を詳しく調べるため

に，両t-Roomの出入口の頭上付近お

よび出入口と反対の位置にビデオカメ

ラを設置し，実験の様子を撮影しまし

た．まず，Remote Lagの表示によっ

て遠隔ジェスチャの不可視性の問題は

緩和されたか否かを調べるためにビデ

オ映像を分析しました．その結果，

Remote Lagが前述の２つの問題の緩

和に役立っている場面がいくつも発見

されました．
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図２　Remote Lag の表示例 
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そこで，Remote Lagによって遠隔

作業指示に関する冗長な発話が全体と

してどの程度減少するかを検証するた

めに，タスクごとの発話回数の平均を

実験の役割と条件に分けて算出しまし

た（図３）．対応のある両側t検定＊

を用いて発話回数を比較した結果，

Remote Lagありの条件の方がなしの

条件よりも指示者の発話回数が有意に

少ないことが分かりました（t［27］＝

2.74，p＜0 .05）．次に，Remote

Lagが質問や確認の発話の減少に貢献

したか否かを調査するため，質問や確

認に関する発話回数を数えて条件間で

比較しました．ここで質問や確認に関

する発話とは，タスクを遂行するにあ

たり不十分・不明瞭な情報を質問した

り確認したりする発話を指します．質

問と確認に関する発話がタスク全体の

発話回数に占める割合を調べた結果，

Remote Lagありの条件における作業

者の質問や確認の発話割合が23％で

あり，Remote Lagなしの条件の30％

よりも少ないことが分かりました．対

応のある両側t検定を用いることにより，

Remote Lagありの条件の方がなしの

条件よりも作業者の質問や確認を行う

発話割合が有意に少ないことが分かり

ました（t［27］＝2.71，p＜0.05）．

以上の結果から，Remote Lagの表

示によって指示者が行うジェスチャの

視認性が向上し，作業者が指示者の

指示を理解しやすくなったため，質問

や確認の頻度が減少したと考えられ

ます．

最後に，Remote Lagの表示による

ユーザの主観的な作業負荷を測定する

ことによって作業者にどの程度の作業

負荷がかかっているかを検証しました．

測定方法には，NASA TLX（Task

Load Index）を用いました．NASA

TLXは全体的な作業負荷を６つの指

標（知覚的要求，身体的要求，タイ

ムプレッシャ，作業成績，努力，フラ

ストレーション）によって評価します．

全体的な作業負荷は各指標の重み付

き平均に基づいて，０から100までの

範囲（スコアは低いほど良い）で算出

されます．この手法は，人々の主観的

な作業負荷を評価する手法として，さ

まざまな人間とデジタル機器間のイン

タフェースの評価に広く用いられてい

ます．対応のあるt検定により，作業

者が感じるタイムプレッシャは，

Remote Lagありの条件の方がなしの

条件よりも有意に低いことが示されま

した（t［27］＝1.72，p＝0.097）．こ

れはRemote Lagありの条件における

指示者と作業者は遠隔ジェスチャを見

逃したとしても，遅延映像を追うこと

によってリアルタイムのジェスチャに追

いつくことができるため，リアルタイム

の遠隔ジェスチャを追う余分な労力を

必要としないからであると推測できます．

ま と め

本稿では，人の行動理解に基づいた

機能提案を行うことの重要性を述べ，

その一事例としてt-Roomの研究を紹

介しました．今後も人の行動理解に基

づくシステム設計や機能提案を行い，

世の中に役立てていきたいと思います．
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技術そのものの多機能化や高性能化も良
いですが，ユーザ理解なしに本当に使い勝
手の良いインタフェースやシステムはつく
れません．観察を通してユーザの隠れた
ニーズを発掘し，そのニーズにこたえるシ
ステムづくりを目指していきたいです．
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