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Abstract: In this paper, we propose an activity awareness supporting system that asks activity
information voluntarily and acquires users’ answers. This asking method stimulates users to an-
swer the system. The free format text generally used in E-mail is adopted as the answer format.
Therefore users can express their activity information freely. Activity information is always dis-
played on a large display situated in open space in laboratories, and are shared in users mutually.
We have developed and have been using the system that uses the asking method and the sharing
method. We also conducted a user study, and the result proved the effectiveness of the system.
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1 はじめに

大学の研究室のようなグループにおいて，より円滑
に研究活動を進めるためには，メンバ同士でアウェア
ネスを得ることが重要である．アウェアネスとは，特
別コミュニケーションもコラボレーションも行わない
が，互いがどのような状態に今あるか，何をしている
か把握していることを意味する [5]．例えば，他のメン
バの予定を把握していれば，直接会って話をしたいと
きに，相手が研究室にいる時間を選んで行動すること
ができる．また，他のメンバがどのような作業をして
いるのかを把握していれば，ちょっとした用事を頼み
たいときに，相手の作業の邪魔にならないかどうか注
意を払うことができる．本稿では以降，メンバが取り
組んでいる作業，メンバの予定といった活動に関する
情報を，メンバのアクティビティと呼ぶ．
同一の空間で作業を行うグループであれば，「誰が何

をしていて，どのような状態にあるのか」という情報
は自然に伝わってくるものであり，メンバ同士でアウェ
アネスを得ることは容易である．一方で，コンピュー
タや通信技術が進歩したことにより，物理的に離れた
場所で作業する人間と容易にコミュニケーションや協
調作業が行えるようになり，オフィスのマルチサイト
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化が進んでいる．その結果，同僚と顔を合わせる機会
が減少し，アウェアネスが不足しているという問題が
報告されている [1]．このような問題は，大学の研究室
でも同様に起こっている．
そこで本研究では，メンバのアクティビティを取得

し，取得したアクティビティをグループ全体に提示す
ることにより，メンバの日常活動におけるアウェアネ
スを支援するシステム ASK-aを開発した．ASK-aは
その利用環境として，居室が分散した大学の研究室を
想定しており，以下に挙げる特徴を持つ．

• 電子メールを用いた問いかけによりメンバのア
クティビティを取得

• 共有大画面でのアクティビティの提示

本稿では，開発したシステムを実際に研究室で約 10ヶ
月にわたって運用してきた [6]ので，その実装と運用結
果から得られた知見を述べる．まずASK-aのプロトタ
イプであるASK-a Iの実装，及びASK-a Iを実際に運
用することでメンバから得られたフィードバックを示
す．さらにそのフィードバックを反映したASK-a IIの
実装，及びASK-a IIを用いて行った評価実験について
述べる．



2 問いかけに基づく日常活動のアウェアネス支援シ
ステム

2.1 問いかけによるアクティビティの取得

同じ空間で作業するメンバのアクティビティを知り
たいときに，そのメンバに対して「いまは何をしてい
るの？」「最近の調子はどう？」と問いかけるのは自然
な行為である．話しかけられたメンバから「論文を読
んでいます」と答えが返ってくれば，そのメンバが何
をしているのかを把握することができる．
しかし，物理的に離れた複数の空間に分かれて作業

しているような環境では，メンバに問いかける機会が
減少してしまう．その結果，他のメンバのアクティビ
ティを把握することが難しくなる．そこで本研究では，
システムがメンバに問いかける役割を担うという手法
を採る．
システムはメンバに対してアクティビティについて

の問いかけを行う．メンバはその問いかけに答えるこ
とにより自身のアクティビティをシステムに入力する
ことができる．例えば，メンバのアクティビティとし
て今日の予定を取得したい場合，システムはメンバに
対して「今日の予定は何ですか？」と問いかける．問
いかけられたメンバは，システムに対して「論文を読
む予定です」というように返事をする．この返事を受
け取ることにより，システムはメンバの「今日の予定」
というアクティビティを取得することができる．

2.1.1 電子メールを利用した問いかけ

システムからメンバへの問いかけを実現する手段と
して，電子メールを用いる．システムはアクティビティ
について問いかける内容のメールをメンバに送信し，メ
ンバはその問いかけに答えるように返信をすることで
自身のアクティビティを入力する．
電子メールは研究室での活動において，情報の伝達，

共有手段として欠かせないものになっている．また，携
帯型情報端末の進化により，日常生活での利用も一般
的なものになっている．問いかけを行うための専用の
アプリケーションを開発するよりも，電子メールとい
う既存の技術を活用することで，システムを利用する
事に対する敷居が低くなると考えた．
本論文では，システムがメンバに問いかけるために

送信するメールを問いかけメールと呼ぶ．

2.1.2 システムから問いかけることの特徴

問いかけを行わず，メンバにアクティビティの入力
を求めた場合，メンバは自身のアクティビティとして
具体的にどのような情報を入力すれば良いのか迷って
しまうことが考えられる．システムがメンバのアクティ
ビティを取得するために問いかけを行った場合，メン
バはシステムから問いかけられた内容に対して答える

だけでよいため，どのような情報を入力すれば良いの
かと迷う必要はない．
また，システムからメンバに対して働きかけること

により，メンバがアクティビティを入力するきっかけ
を与えることができる．
問いかける手段として電子メールを利用する事によ

り，メンバは自身のアクティビティをフリーフォーマッ
トのテキストで入力することができる．そのため，メ
ンバは自身の感情や状況を他のメンバに伝えたい形で
表現することができ，より有益なアクティビティが得
られる．

2.2 共有大画面を用いたアクティビティの提示

システムが取得したアクティビティは，共有大画面
上に常に提示される．共有大画面とは，研究室内に設
置された大型ディスプレイである (図 1)．共有大画面
は，各メンバのデスクから見える範囲，研究室内の通
路上に設置する．
メンバは各自のデスクから共有大画面を眺めること

ができ，また居室内を移動する際にも共有大画面を目
にすることができる．そのため，研究室内のメンバ全
員に対してアクティビティの提示が可能である．

図 1: 研究室内に設置された共有大画面の例

3 ASK-a I

我々は ASK-aのプロトタイプとして ASK-a Iを作
成し，研究室において実際に運用した．システムの利
用者は，筆者を含む研究室の学生 11名と，教員 1名の
計 12名である．学生の居室は 2部屋に分かれている．



3.1 システム構成

ASK-aのシステム全体の構成を図 2に示す．ASK-a
システムは，アクティビティ管理サーバ，アクティビ
ティ提示クライアント，共有大画面から成る．アクティ
ビティ管理サーバは，メンバへの問いかけメールの送
信と，メンバからの返信メールの受信を行い，メンバ
からアクティビティを取得する．アクティビティ提示
クライアントは，アクティビティ管理サーバからアク
ティビティを取り出し，共有大画面上にそのアクティ
ビティを提示する．

図 2: システム構成図

研究室は居室 Aと居室 Bの 2部屋に分かれている．
それぞれの居室にアクティビティ提示クライアントと
共有大画面を設置した (図 3)．

居室 A 居室 B

図 3: 各居室で使用した共有大画面

アクティビティ管理サーバには，問いかけメール送
信プログラムと返信メール受信プログラムを設置する．

問いかけメール送信プログラム

決められた時刻に，決められた内容の問いかけメー
ルを各メンバに送信する．メールの本文は問いかけ内
容のテキストであり，メールのサブジェクトは送信日
時から生成した文字列である．送信先メンバ，問いか
け内容，送信日時の情報をデータベースに保存する．

返信メール受信プログラム

メンバからの返信メールを解析し，アクティビティ
を取得する．返信メールの送信元メールアドレスから，
返信したメンバを特定する．また，返信メールのサブ
ジェクトは問いかけメールのサブジェクトに「Re:」を
付加したものであるため，そこから問いかけメールの
送信日時を解析し，どの問いかけメールに対する返信
かを特定する．返信したメンバ，問いかけ内容，返信
内容，返信日時の情報をデータベースに保存する．

3.2 問いかけメールの内容と送信タイミング

メンバの研究室での主な活動時間を 8時から 18時と
想定し，その間に 4回，決まった時刻に決まった内容
で問いかけを行った．問いかけ内容とそのタイミング
は以下のとおりである．

8時 おはようございます，調子はどうですか？

12時 午後のご予定は？

15時 作業は捗ってますか？

18時 明日は何時に研究室に来ますか？

月曜日から金曜日に問いかけを行い，土曜日，日曜日
には問いかけを行わなかった．
電子メールによる問いかけを行うにあたり，メンバ

には問いかけメールの送信先となるメールアドレスを
ASK-aに登録してもらった．システムに登録するメー
ルアドレスの条件を「メールの受信に気づきやすく，ま
た返信が容易なメールアドレス」とし，受信に気づき
やすいメールアドレスと，返信が容易なメールアドレ
スが異なる場合には，返信が容易なメールアドレスを
優先して登録してもらった．システム運用中は，メー
ルを受信してすぐに返信をするように強制することは
せず，返信は個人のタイミングに任せた．

3.3 アクティビティの提示

問いかけによって得られたアクティビティは，各居
室に設置された共有大画面上に常に提示される．メン
バの情報として，名前，顔写真，問いかけの内容，問
いかけに対する返信の内容，返信してからの時間，現
在の居場所を表示する (図 4)．メンバの現在の居場所
は，研究室に設置された電子所在表 [7]から取得した．
メンバ全員分のアクティビティの提示は図 5のよう

になる．

3.4 運用結果と議論

2009年 5月 1日から 2009年 7月 24日まで ASK-a
Iを運用した．
システムからの問いかけに対して，フリーフォーマッ

トテキストによる特徴的な返信がいくつか得られた．例



図 4: メンバのアクティビティの表示

図 5: グループ全体のアクティビティの表示

えば，「午後のご予定は？」という問いかけメールに対
する返信には，授業やゼミがあることを示すものが多
かったが，その中に以下のような返信があった．

• 「授業があるが，TAの採点を急がないと．」
• 「今日の発表練習の資料作成です．発表までに
間に合わせなければ．」

これらの返信内容からはメンバの午後の予定だけでな
く，忙しい様子も把握することができ，「大変そうだか
ら手伝ってあげようか」といった気づきも得られる．こ
のように，メンバ自身が伝えたい形で表現したアクティ
ビティは，問いかけることでシステムが得ようとした
アクティビティよりも多くの情報を含んでいることが
あり，そこからメンバは様々な気づきを得られること
が確認できた．
システムからの問いかけメールの総数は 2320通，メ

ンバからの返信メールの総数は 464通であった．問い
かけメール 5通に対して返信メール 1通の割合となっ
ており，更に返信を促すような仕組みが必要であると
考えられる．
また，運用期間中にメンバからは以下のようなコメ

ントが得られた．

• 作業中はメールに気づかなかったり，気づいて
も返信を後回しにしてしまう

• 問いかけメールへの返信は，作業が一段落した
とき，または作業の合間にすることが多い

これらのコメントから，システムがメンバに対して問
いかけを行う際に，メンバの作業中には問いかけメー
ルを送信せず，作業が終わったタイミングで送信する
といった工夫が必要であると考えた．このようにメン
バの作業スケジュールを考慮した問いかけを行うこと
で，メンバは問いかけメールに対して返信しやすくな
ると考えられる．

4 ASK-a II

ASK-a Iを運用し，メンバの状況を考慮した問いかけ
を行う必要があること，また，メンバに返信を促すよう
な仕組みが必要であることがわかった．そこで，ASK-a
IIを実装し，機能追加を行った．メンバの状況を考慮
した問いかけを行うため，問いかけのタイミングと内
容をメンバのスケジュール情報と連動させた．メンバ
に返信を促す仕組みとして，アクティビティの鮮度を
強調する機能を追加した．

4.1 スケジュール情報と連動した問いかけ

メンバのスケジュール情報を利用して，メンバの手が
空いている時間に問いかけを行う．メンバのスケジュー
ル情報とは，講義，ゼミ，ミーティングなど予め時間
の決まっているスケジュールをメンバ個人が登録した
ものである．システムはそのスケジュール情報を解析
し，問いかけメールを送信するタイミングと，その内
容を決定する．
例えば 9時から 12時まで「講義」があり，15時か

ら 16時まで「ゼミ」があるというスケジュールの場合，
講義が終わった 12時のタイミングで，次のゼミまでの
空き時間に行う作業内容を尋ねる「ゼミまでは何をす
る予定ですか？」という内容の問いかけメールを送信
する (図 6)．

4.2 アクティビティの鮮度を強調する機能

メンバからどれくらい前に返信があったのかという
情報をアクティビティの鮮度と捉え，それをメンバの
アクティビティと一緒に表示する機能を追加した．ア
クティビティの鮮度を効果的に提示することで，メン
バに対して以下の効果があることを狙っている．

• 新しい情報と古い情報が分かりやすくなり，他
のメンバのアクティビティを把握しやすくなる

• メンバが自身の返信状況を知ることができ，問
いかけメールに対する返信のきっかけとなる

• 返信がないメンバに気づき，そのメンバを気に
かけることができる

アクティビティの鮮度を強調する機能として，以降
に示す二つの機能を実装した．



図 6: スケジュール情報と連動した問いかけ

4.2.1 最新のアクティビティを強調する機能

24時間以内に取得したアクティビティを赤い縁取り
で強調する機能を実装した (図 7)．この機能により，ど
のメンバから返信があったのかが分かりやすくなる．ま
た，自分も返信しようと思うきっかけにもなる．

図 7: 最新のアクティビティを強調する機能

4.2.2 返事がないです機能

メンバから 3日以上返信がない場合には，「メンバか
らの返信がない」という状況をそのメンバのアクティ
ビティとして捉え，提示する機能を実装した (図 8)．返
信をしていないメンバがこのような提示を見ることに
より，自分が返信していないことに気づくきっかけと
なる．また，周りのメンバにとっては，返信していな
いメンバを気にかけるきっかけとなる．

5 スケジュール連動の効果を確かめるための実験

問いかけ内容とタイミングをスケジュール情報と連
動させることによる効果を確かめるために，評価実験

図 8: 返事がないです機能

を行った．

5.1 実験内容

被験者は，ASK-a I，ASK-a IIのユーザであった研
究室のメンバ 12人から，筆者と教員を除いた 10人で
ある．実験を始める前に，実験期間中の各メンバのス
ケジュールを入力してもらい，実験中に予定の変更や
追加があった場合はその都度スケジュール情報を更新
してもらった．
実験は，2009年 10月 23日から 2009年 11月 6日ま

でのうち，土曜日，日曜日，祝日を除いた 10日間を期
間 1，2009年 11月 10日から 2009年 11月 24日まで
のうち，土曜日，日曜日，祝日を除いた 10日間を期間
2として，2つの期間を設けて行った．また被験者を，
グループ 1とグループ 2という 2つのグループに，5人
ずつ，ランダムに分けた．それぞれの実験期間におい
て，片方のグループにはスケジュール情報と連動した
問いかけ (連動あり)を行い，もう片方のグループには
スケジュール情報とは連動していない問いかけ (連動な
し)を行った (表 1)．

表 1: 実験条件

期間 1 期間 2

グループ 1 連動あり 連動なし
グループ 2 連動なし 連動あり

実験期間中は，メンバのアクティビティを提示する
際にアクティビティの鮮度を強調する機能をOFFにし
た．これは，アクティビティの鮮度を強調する機能は，
メンバの問いかけメールに返信しようというモチベー
ションに影響を与えてしまい，カレンダー情報と連動
することによる効果のみを測ることができなくなると
考えたためである．
また，実験後にはアンケートを実施した．



スケジュール連動なしグループへの問いかけ

スケジュール連動なしのグループに対しては，毎日
決まった時刻に決まった内容の問いかけメールを送信し
た．送信したメールの内容とタイミングを以下に示す．

9時 午前中は何をする予定ですか？

12時 午後は何をする予定ですか？

15時 調子はどうですか？捗ってますか？

18時 明日は何時に研究室に来ますか？

スケジュール連動ありグループへの問いかけ

スケジュール連動ありのグループに対しては，登録
されたスケジュール情報を解析し，以下に示す条件に
従って問いかけメールを送信した．

作業予定を尋ねる問いかけ 次の予定〇〇までに 2時間
以上の空き時間があった場合に，「お疲れ様です，
〇〇までは何をする予定ですか？」と問いかける．
空き時間を 2時間としたのは，次の予定まで時間
があり，何か作業を行うであろう時間を考えたた
めである．

状況を尋ねる問いかけ 3時間以上の空き時間があった
場合に，その空き時間の開始から 3時間後に「調
子はどうですか？作業は捗ってますか？」と問い
かける．

明日の予定を尋ねる問いかけ 18 時もしくは一日の最
後の予定の終了時間が 18 時以降であった場合，
その予定が終了したタイミングで，「明日は何時
に研究室に来ますか？」と問いかける．

5.2 実験結果の分析と考察

実験期間中にシステムがメンバに送信した問いかけ
メールの総数は 613通，メンバがシステムへ送信した
返信メールの総数は 145通であった．以降では，得られ
た実験結果について分析と考察を行う．分析には，返信
率と平均応答時間という指標を用いた．返信率は，シ
ステムが送信した問いかけメールに対して，どれだけ
メンバからの返信があったかを示す指標である．平均
応答時間は，メンバがシステムからの問いかけメール
を受信してから，それに対する返信をするまで，どれく
らいの時間がかかったかを示す指標である．返信率の
算出式を (1)に，平均応答時間の算出式を (2)に示す．

返信率 =
返信メール数

問いかけメール数 (1)

平均応答時間 =
∑

(返信時刻−問いかけ時刻)
返信メール数 (2)

図 9: カレンダー連動の有無による返信率

図 10: カレンダー連動の有無による平均応答時間

5.2.1 カレンダー連動による効果

問いかけメールを送信するタイミングを，カレンダー
情報と連動させた場合と，連動させなかった場合につ
いて，返信率と平均応答時間を算出した (図 9,10)．図
9に示した返信率について分散分析を行った結果，問
いかけをカレンダー情報と連動させたことによる効果
は有意でなかった（F = 4.41, p = 0.54）．図 10に示
した平均応答時間について分散分析を行った結果，問
いかけをカレンダー情報と連動させたことによる効果
は有意でなかった（F = 4.41, p = 0.38）．

5.2.2 問いかけ内容による答えやすさ

問いかけの内容別に返信率を算出し，比較したものを
図 11に示す．アンケートの「答えやすかった質問を教
えてください」「答えにくかった質問を教えてください」
という設問に対して得られた回答から，被験者が答えや
すいと感じた質問と答えにくいと感じた質問を集計した
ものを表 2に示す．図 11に示した問いかけ内容別の返
信率について分散分析を行った結果，問いかけ内容によ
る効果には有意傾向が見られた（F = 3.35, p = 0.06）．



図 11: 問いかけ内容による返信率

表 2: 答えやすいと感じた問いかけと，答えにくいと感
じた問いかけ

問いかけ内容 答えやすい 答えにくい
空き時間の予定は？ 4 2
明日は何時に来る？ 6 2

調子はどう？捗ってる？ 0 6

図 11に示した返信率において，「明日は何時に来る？」
「空き時間の予定は？」「調子はどう？捗ってる？」の
順に返信率が高いという結果が得られた．アンケート
結果（表 2）からもそれを支持する結果が得られた．
この理由としては，「明日は何時に来る？」のような

クローズドクエスチョンは，求める答えが明確である
ため，メンバは返信しやすいと感じたことが考えられ
る．また，「調子はどう？捗ってる？」のようなオープ
ンクエスチョンは，求める答えが明確でないため，メ
ンバは返信しにくいと感じたことが考えられる．

5.3 アンケートの分析結果

実験後に行ったアンケートから得られた回答につい
て，議論する．

5.3.1 アクティビティの鮮度を強調することによる
効果

アンケートの「問いかけメールに返信しようと思っ
たきっかけになるものがあれば教えてください」とい
う設問に対して，以下のような回答が得られた．

• 共有大画面に提示されていた自身のアクティビ
ティが古いことに気づき，問いかけメールに返
信したくなった（× 2人）

• 共有大画面を見て他のメンバが返信しているこ
とが分かったときに，自分も返信しようという
気になった（× 1人）

これらの回答は，自身や他のメンバのアクティビティ
の鮮度を知ることが，問いかけメールに返信するきっ
かけになるということを示している．実験期間中はア
クティビティの鮮度を強調する機能を外していたにも
かかわらず，ユーザは表示されていた返信時刻からそ
の情報の鮮度を判断していた．
また，アンケートの「ASK-aのシステムについてコ

メントや感想があれば教えてください」という設問に
対しては，「どれが新しい情報なのか分かりにくいため，
新しい情報をハイライト表示して欲しい」（× 4人）と
いう回答が得られた．これは，実験期間中に外してい
たアクティビティの鮮度を強調する機能を求める意見
である．
以上の結果から，アクティビティの鮮度を強調する

機能は，メンバのアクティビティをより分かりやすく
提示することができると共に，問いかけメールへの返
信を促す効果が期待できることがわかった．

5.4 電子メールを利用したことによる効果

アンケートの「共有大画面での情報提示がどのよう
なことに役立ったか，またそれによってどのような行
動を起こしたかを教えてください」という設問に対し
て，「面白い返信があったときに，そのメンバに話を聞
くことがあった．」（× 2人）という回答が得られた．本
システムでは，問いかける手段として電子メールを利
用しているため，メンバはフリーフォーマットのテキ
ストにより自身のアクティビティを表現することがで
き，他のメンバが興味をもつようなアクティビティを
取得することができたと考えられる．

5.4.1 日常活動のアウェアネス支援システムとしての
効果

アンケートの「共有大画面での情報提示がどのよう
なことに役立ったか，またそれによってどのような行
動を起こしたかを教えてください」という設問に対し
ては，以下のような回答が得られた．

• 他のメンバの予定や状況が返信内容から把握で
きた (× 3人)

• コミュニケーションのきっかけになった (× 3人)
• 他のメンバにコンタクトを取る際に役に立った

(× 5人)

これらのコメントから，ASK-aによりメンバ同士の活
動アウェアネスを支援することができたことが確認で
きた．



6 関連研究

分散環境において，メンバのアクティビティを取得
し，それを提示することで，アウェアネスを支援する
研究が行われている．

Sellenらは，メンバの現在地や，活動内容を取得し，
それらの情報を掛け時計メタファのデバイスで提示し
ている [2]．システムはメンバの現在地をモバイル端末
から自動的に取得し，メンバは自身の活動内容を用意
された選択項目から選んで入力することができる．
清水らは，メンバの在不在情報と活動内容，その忙

しさを取得し，それらの情報を共有スペースに設置さ
れた大画面に提示している [4]．システムはメンバの在
不在情報を RFIDを利用して自動的に取得し，メンバ
の忙しさを，計算機の使用頻度とアクティブなアプリ
ケーションから推定している．
高橋らは，メンバの活動情報をライブカメラ画像上

に効果線や画像を重ね合わせることで提示している [3]．
システムは，メンバの使用するマウスの動きやキーボー
ドの打鍵情報を活動情報として集計している．
本研究は，メンバのアクティビティを取得する手段

として問いかける手法を用いている点でこれらの研究
と異なる．

7 まとめ

ユーザに問いかけることでアクティビティを取得し，
それをグループ全体に提示することにより，日常活動
のアウェアネスを支援するシステムを開発した．研究
室においてプロトタイプを運用し，機能の追加，改善
を行い，その後評価実験を行った．
システムの運用結果から，問いかける手段として電

子メールを利用することにより，メンバが伝えたい形
で表現した，より有益なアクティビティが得られるこ
とがわかった．また，アンケートの結果から，アクティ
ビティの鮮度を強調することで，メンバのアクティビ
ティをより分かりやすく提示することができると共に，
問いかけメールへの返信を促す効果が期待できること
がわかった．これらから，本システムを利用すること
によりアウェアネスを得ることができる可能性が示唆
された．
今後は，実験により得られた知見を活かした機能改

善を行う予定である．評価実験の結果から，クローズ
ドクエスチョンによる問いかけは，求める答えが明確
であるため，メンバは返信しやすいと感じることがわ
かったので，より問いかけの内容を具体化することを
考えている．その上で，実際にメンバ間のアウェアネ
スがどの程度向上するのか，評価したいと考えている．
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