0

シ ステム制御情報学会論文誌

第

コミュニティの情報共有に求められる機能について検
討する. 定型的な知識や, 個人が 作り出す口こみ情報な

ど の不均質な情報を統合・構造化する課題に焦点をあて ,
弱い情報構造を用いて情報を緩やかに関連づける手法を
提案する. この提案に基づき, コミュニティの情報共有を

InfoCommon を試作した . ICMAS'96
Mobile Assistant Project において国際会議支援の社会
的実験を行ない, 実際にシステムがどのように使われたか
報告する.

支援するシステム
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弱い情報構造を用いたコミュニティの情報共有
システム*
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A System for Community Information Sharing using the
Weak Information Structures*
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Adachi****, Atsushi Sawada*****,

We rst discuss the requirements for community information sharing. We then propose an
information representation called weak information structures to integrate heterogeneous information such as static information (e.g. local sites information) and dynamic information created
in word-of-mouth communication. The weak information structures connects various information
media without de ning the semantics rigorously. By leaving the interpretation of the semantics to
tacit human background knowledge, it becomes compact and robust. We have developed an information sharing system for community called InfoCommon which provides people with intelligent
assistance for exchanging and sharing knowledge and ideas. We have evaluated InfoCommon at the
ICMAS'96 Mobile Assistant Project.
1.

の集団に焦点をあてる.

はじめに

近年の情報ネットワーク技術の進歩とともに , ネットワ
ークを用いてコミュニティ活動を支援する試みが うまれ
つつある1) . 我々は, コミュニティの情報共有を支援する
ことにより, ヒューマン・コミュニケーションを促進でき

るという考え に基づき, コミュニティの情報共有の要件
2)

を検討する. コミュニティとして , 共通の興味を持つ人々

*
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コミュニティにおいては, 地域情報や個人情報のように

静的・定型的な情報だけではなく, 個人が 非同期に 作り
出すおすすめやおしらせなど の動的・非定型な口こみ情
報が重要である. 我々は, これらの不均質な情報を統合・
構造化するために , 弱い情報構造を用いて情報を緩やか

に関連付ける手法を提案する. この提案に基づき, 携帯
端末を用いてコミュニティの情報共有を支援するシステ

ICMAS'96 Mobile Assistant
Project において国際会議支援の社会的実験を行なった.
本稿は以下のとおり構成される. 2. ではコミュニティ
の情報共有支援に関して検討し , 3.,4. では弱い情報構造
と InfoCommon の概要について述べる. 5.,6. では ICMAS'96 Mobile Assistant Project における実験と考察
について述べ, 7. では関連研究と比較する.
ム

InfoCommon

を試作し ,

3)

2.

コミュニティの情報共有支援

ここでは , コミュニティの情報共有支援に関する課題に

ついて検討する.
2.1

コミュニティで共有する情報

コミュニティとは , 広辞苑によると「一定の地域に居住

し , 共属感情を持つ人々の集団」である. コミュニティに

とって重要な情報とは , 地域情報や, 共属感情の元となる
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携帯端末を用いた情報共有環境

コミュニティにおいては, 井戸端会議に代表される口こみ

既存の情報共有システムの多くは, ユーザがオフィスで

ューマン・コミュニケーションを活性化させるためにはお

し ているが , 今後は「いつでも, ど こでも, 誰とでも情報

情報が重要であることが一般に知られている. さらに , ヒ
互いに関する情報 (個人情報) が重要である.
2.2

ワークステーション／パソコンの前にいることを前提と
交換が行なえる」モーバ イル環境での情報共有環境の構
築が重要な課題となる4) . 現状の携帯端末には ,

コミュニティの情報活動に関する仮説

ネットワーク技術の進歩とともに, ネットワークに支え

られたコミュニティ(以下ネットワーク・コミュニティと呼
ぶ) が形成されてきている. ネットワーク・コミュニティを

(1) 通信
(2) 通信コストが高い, (3) 通信の
信頼性が低い, (4) 画面が小さい, (5) 記録容量が小さいな
ど の技術的課題がある.
などの処理速度が遅い,

支援するシステムとして, 掲示板, メーリング リスト , 電

2.5

子会議室などがある.

ネットワーク・コミュニティがどのように形成されるの
か, インターネット 上の メーリング リストを例に考えて
みる.

メーリングリスト上で行なわれる発言は, 最初のうちは

発足者とその知合いが中心であり, 徐々に拡大していく.
知らない人が参加する時は, 既に活発に発言している人の

うなシステムを構築することがコミュニティの情報共有
に有効であると考える.
(1) 共有するコンテンツとして , 地域情報, 個人情報, 口

こみ情報, 共通に関心のある情報を扱う.

(2) コミュニティの情報活動における過程「調べる→聞

く→人を知る→議論する」を支援する. またこの過

会話を聞くだけの状況が続き, 自分に関係のある, または

関心のある話題があった時にはじめて発言していく.

新参者の発言内容は自己紹介を除くと多くの場合, 質問

であることが 観察される. それは , 多くの場合, 情報交換
システムを利用するきっかけは , 趣味や仕事などの特定の

程を他のメンバが眺めることができる.

(3) 階層メニューに従わなくても, 雑多で不均質な情報を

個人の観点からシームレスに検索することができる.

(4) 個人の情報とコミュニティの共有情報の統合・組織

化が行なえる.

テーマに関する情報収集が目的であるからと考える.

一般に, 人間は知りたいことがある時に, まずできる範

囲で自分で調べ, わからない場合は人に聞く. 新参者は質

問することによって会話のきっかけをつかむとともに , 答

また, 携帯端末を用いるためには,
(5) 簡単なユーザインタフェースを実現する
(6) サーバとの通信量を少なくする

など の配慮が必要である.

えてくれる人のことを知り, また, 他のメンバから認知さ
れ, コミュニティの一員として認識されていく. 議論がは

3.

じまるのはある程度相手のことを知ってからである.

我々は, これらの考察をふまえて, ネットワーク・コミュ

ニティにおける情報活動として, 「 調べる→聞く→人を知
る→議論する」という一連の過程があることを仮説とし
て提案する.
2.3

WWW

弱い情報構造

我々は, 「 雑多で不均質な情報を扱うためには弱い情報
構造を用いたゆるやかな情報の関連付けが有効である」と
いう作業仮説をたてている.

弱い情報構造は , 自然言語テキ ストやハイパーテキス

トや イメージなど の多様な情報 メディアを , 関連の意味

上のコミュニティの情報共有

最近, イント ラネットなど

コミュニティの情報共有に求められる機能

我々は, これまで述べた考察や仮説に基づき, 以下のよ

WWW(World Wide Web) 上でのコ ミュニティの情報共有がひ ろがりつつある.
WWW 上の情報共有では , 通常ホームページと呼ばれる
コミュニティの入口があり, 以下階層メニューなどに従っ
てハイパーテキスト形式で情報が共有される.
一般に , 既存の WWW ブラウザを用いた情報共有では
以下のような問題点がある. (1) 情報の分類法は作り手と
受け手によって異なるため, 階層メニュー方式は検索の負
荷が高いことがある. (2) 情報を受け手の観点に従って組
織化することができない. (3) 個人の持つ情報と共有情報
を統合・整理することができない. 我々は, これらの問題
に焦点をあてる.

付けを 行なわずに 緩やかに 関連付け る情報表現であ る

(Fig.1)5) .

意味ネットワークのような意味付けを行なわ

ずに関連付けだけを行なうという点で「 弱い 」と呼んで
いる. 「 強い」情報表現とは例えば先にあげた意味ネット
ワークや述語論理など を想定している.

関連の意味を厳密に定義することは難しいが , 関連付け

だけならば人間にとってもコンピュータにとっても負荷が
低い. コミュニティの情報共有においては, メンバーが暗
黙的に共有する背景知識を利用できるため, 弱い情報構造

の提示や関連付けを許すことにより, ユーザにあまり負担
をかけずに, 情報の発見, 理解, 整理を助けることができ
ると考える.
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弱い情報構造
緩やかな関連付け

自然言語テキスト

知識表現言語

映像

概念

音声

イメージ

多様な知識表現メディア

Fig. 1 Weak Information Structures
InfoCommon情報ベース
知識ベース

携帯端末
情報検索

InfoCommon
情報サーバー

情報発信

発信

ユーザ

検索

Fig. 3 PDA with Phone

情報カードベース

検索

会議情報

論文要旨

個人情報

地域情報

ース,

(b) ユーザの発信するメッセージを蓄えるニュース
(c) ユーザからの検索要求と発信情報を受け付け,

サーバ,
ニュース

監視

InfoCommon

InfoCommon
情報ボランティア

帯する携帯端末 (携帯電話で

情報ベースのコンテンツはICMAS'96 Mobile Assistant Projectで使われたものである.

コミュニティの情報共有を支援するシス
テム InfoCommon

InfoCommon は

, 弱い情報構造を用いて多様な情報を緩

4.3

(1)

特徴

機能

システムの基本機能を以下に示す.

支援する.
InfoCommon

情報検索

foCommon

ユーザのキーワード 入力に基づき,

In-

情報ベースとニュースサーバから関連する情

報を検索し , 可視化表示する.

の特徴を以下に述べる.

 弱い情報構造に基づく, グラフィカルユーザインタ

(2)

情報発信

検索された情報と関連づけたユーザの

フェースを提供する.

メッセージを発信する.

くシームレ スな情報検索ができる.

整理する.

 情報の分類を意識することなく, 個人の興味に基づ
 個人の持つプライベートな情報と , 共有のパブ リッ
クな情報 (静的な定型情報や動的な口こみ情報など )

を統合することができる.

 全文検索と連想検索の組み合わせにより, 柔軟な情
報検索ができる.

 「 調べる→聞く→人を知る→議論する」過程を支援
する.

 携帯端末を用いたユビキタスな利用ができる.
4.2

情報サーバに

ハード ウエアとし て, 携帯端末は SONY Magic Link
2100J, サーバは UNIX Workstation (HP9000 model
800I60), 携帯電話は NTT ド コモ Digital Mova を使用
している (Fig.3).

やかに関連付けることによりコミュニティの情報共有を

4.1

(d) ユーザが携

InfoCommon

接続) から構成される (Fig.2).

Fig. 2 Overview of InfoCommon
4.

情報ベースとニュースサーバにアクセスし

てそれに応える InfoCommon 情報サーバ ,

発信

システム構成

, (a) キーワード や情報カード を緩やか
に関連付ける弱い情報構造の知識ベースと , コンテン ツ
InfoCommon は

を蓄えた情報カード ベースからなる InfoCommon 情報ベ

(3)

4.4

情報個人化

収集した情報や個人の メモを編集,

ユーザ インタフェース

では , 情報の単位をカード と呼ぶ. カー
(a) あらかじめ蓄えられた静的な情報を表す情報
カード , (b) ユーザのメッセージを表すメッセージカード ,
(c) ユーザの個人的な メモを表す メモカード の 3 種類が
ある.
情報検索時のユーザインタフェースについて説明する.
Fig.4(a) に , ユーザが「 daibutsu, temple 」と入力した場
合の画面例を示す. ここでは , 画面中央に「 daibutsu(大
仏) 」と「 temple(寺) 」に関連するカード「 Todaiji Tem
ple(東大寺) 」のア イコンが表示されている. その周囲に,
「 Todaiji Temple(東大寺) 」に関連する「 Daibutsuden
InfoCommon

ド には ,
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あらかじめ定めた重みづけに従い, 候補の中か

ら画面に表示するカード を 10 枚y 決定する.

step 4 で参照される弱い情報構造は , (1) あらかじめ定
(2) あらかじ
め定めた概念間の関連付け, (3) ユーザが定義したカード
間の関連付けによって定義される.
弱い情報構造に基づく連想検索は , (1) 弱い情報構造に
より直接つながっているものを解とする近傍探索と, (2)
めた関連付けに従ったカード 間の関連付け,

複数の概念間のパスを探索してどの概念間からもつながっ
ているものを解とするパス探索から成り立っている. 詳
細は参考文献6) を参照.

(a) 検索結果の画面例

5.

ICMAS'96
Mobile Assistant Pro ject

における

社会的実験

(b) 情報カード の例

ICMAS'96 Mobile Assistant Project3)において , マル
チエージェントシステムの国際会議 ICMAS'96 の参加者
100 名に実際にシステムを使用してもらい実験的評価を
行なった. 本プロジェクトは , コミュニティの支援にモー

(c) メッセージカード の例

Fig. 4 Screen Image of InfoCommon

バ イルコンピューティングシ ステムを適用する世界初の

Hall (東大寺大仏殿) 」, 「 Nandaimon Gate(東大寺南大
門) 」などのカード のアイコンが表示され , 緩やかな関連
を表すリンクで結ばれている. また, 直接「 Todaiji Tem
ple(東大寺) 」とは関係がないが , やや近い情報として ,
カード「 Model Course around Nara Park 」のア イコン
がリンクなしで表示されている. ペンでア イコンを選択
すると, カード の内容が表示される. Fig.4(b) に情報カー
ド の例, Fig.4(c) に メッセージ カード の例を示す. なお,
大仏や東大寺に関するメッセージカード が検索された場
合も,

Fig.4(a) の画面上に表示される.
情報検索後, ユーザは , Fig.4(a) の画面上で ,

試みである.

実験期間は 1996 年 12 月 9 日から 13 日の 5 日間であっ

た.

InfoCommon の情報検索件数は 351 件で , 発信件数は
32 件であった. 参加者に事後アンケートを配布し , 84 件
回収した.
以下は, ログ 解析とアン ケート の結果をもとに InfoCommon がど のように使われたか考察し , InfoCommon
の有用性について議論する. また, 国際会議のように人々

が 共通の興味を持つコミュニティにおいてど のような情
報が必要とされたか検証する.
5.1

これらの

カード に関するフォローなどの メッセージを発信したり,
再びキーワード 入力を行なうことができる.

う質問の結果を
に,

検索アルゴリズム

4.5

ユーザのキーワード 入力時に, 情報サーバがカードを検

索するアルゴ リズムの概要を以下に示す.
・step

1

入力文字列から非重要語など の除去や, 類義語

・step

2

全文検索 (AND 検索) によりカード の候補を選

の拡張などの前処理を行なう.

3 AND 検索においてカードが選択されない場合

に全文検索 (OR 検索) を行ないカード の候補を選択

4

16 人 (19%) がヘルプデ スク・議論を含めたニュース

「 未使用」の理由は「速度が遅い (8 人) 」
「サーバにア

クセスできなかった (4 人) 」などであった. これらは主に
携帯端末の処理速度や回線など のローレベルの問題が原
因である.
5.2

ニュースリーダとの比較

本実験では 17 のニュースグループ yyが用意された. ニ

ュースサーバにアクセスするシステムは ,

する.

・step

InfoCommon を使用したか 」とい

Fig. 5に示す. 49 人 (59%) が 情報検索

利用に用いた.

択する.

・step

使用目的

「ど のような目的に

弱い情報構造に基づく連想検索により, 新たに

カード の候補を選択し , リンク情報を生成する.

y 携帯端末の画面サイズと操作性を考慮して最大カード 枚数
を 10 枚とし た.

yy InfoCommon の メッセージは misc というニュースグループ
に蓄えられた.

{4{
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Table 1 Frequently Asked Keywords
順位

1
2
3
4
5
6
7

入力キーワード

icstat
nara
fipa
keihanna
agent
nishimura
food

回数

順位

50
24
15
12
10
8
6

7
9
9
9
9
9

入力キーワード

lunch
banquet
icsuggest
kamameshi
restaurant
shuttle

回数

6
5
5
5
5
5

Fig. 5 Purpose
ほかに, ニュースリーダと他サービ スの 3 種類であった.

ニュースリーダは , 一般的なものと同様, ニュースグルー

プごとに到着順の記事の取得と発信の機能を持つ.

Info-

, ニュースグループにかかわりなく, 透過的に
キーワード に基づく記事の取得と発信ができる.
全情報発信件数 48 件のうち, InfoCommon によるもの
が 32 件 (67%) であった.
Common は

Fig. 6 Topic

「ニュースを読むためにど のサービ スを主に利用した
か 」との質問についてはニュースリーダ 33 人 (64%),
foCommon

In-

14 人 (27%), 他サービ ス 4 人 (9%) であった.

「ニュースを書くためにど のサービ スを主に利用した

9 人 (52%), In7 人 (41%), 他サービ ス 1 人 (1%) であった.

か 」との質問についてはニュースリーダ
foCommon

InfoCommon をニュース利用に用いた理由は「キーワー

(14 人) 」「 InfoCommon で面白いト
(5 人) 」「 質問があった (4 人) 」など で

ド 検索が 容易で有用
ピックを見つけた
あった.
InfoCommon

Fig. 7 Change of Search

が 従来のニュースリーダに付加機能を提

供したと評価する.
5.3

5.4

統計情報

情報検索のログを解析した (Table

1) ところ, 一番よく

入力されたのは「 icstat 」という統計情報を表示する特別

トピック

「どのようなトピックに InfoCommon を使用したか」と
いう質問の結果は, 研究 24 人 (33%), 発表 13 人 (18%), 人
物 12 人 (16%), 観光 11 人 (15%), レ ストラン 8 人 (10%)

なキーワード yであった.

であった (Fig.6).

るか, 他人が何に興味を持っているかなどを知るために使

に関しては入力キーワードが 多様であったことと, 人物,

情報検索やニュース利用の前に, 何がホットな話題であ

用したことがわかった. このような統計情報が有用であ

ると評価する.

その他, 地名や食べ物, 研究に関連する単語が上位にき

ていることより, ユーザが共通に調べた情報が地域情報や
食情報や研究情報であることがわかる.

y (1) よく入力されたキーワード の上位 10 語と,
照されたニュースの主題 10 件を示す.

(2) よく参

5.3 の結果とは少し 異なるが , これは, 研究, 発表, 人物

観光, レ ストランに関しては代替システム3) ,7) ,8)が 存在

し たためであると考える.
5.5

検索件数の推移

Fig.7に示されるとおり, InfoCommon は, 夕方から夜に
よく使用されたことが特徴的である. 携帯端末の重さ, 会
議時間内の忙しさ, 情報検索の緊急性の少なさ, サーバア
クセスの遅さなどの理由で, 主に夜ホテルの部屋で使用さ
れたと考える.

{5{

6

シ ステム制御情報学会論文誌
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(b) 満足度

Fig. 8 Search Results and Satisfaction

Fig. 10 Screen Image of an Interesting Example
5.9

興味深い使用例

ログ解析により発見された興味深い実際の使用例を Ta-

(a) 情報検索

(b) 人を知る

(c) 議論

Fig. 9 Usefulness
5.6

検索結果

検索結果に対する 5 段階評価の回答を Fig.8(a) に示す.

「普通」以上が 47 人 (81%) であった.

また, 特筆できることとして, 「 面白い」と答えた人が
20 人いた. 実際に「 意外なものが 出てきて面白い 」との
声がよく聞かれた.
5.7

有用性

Fig.9(a) は「 InfoCommon は情報検索に有用であった
か」という質問への回答を示す. 31 人 (55%) が InfoCommon は情報検索のために有用であったと回答している.

ble 2 に示す. 「 FIPA (The Foundation for Intelligent
Physical Agents)」に関するメッセージ交換の様子を示し
ている. 説明欄に, ログから推察されるユーザの情報活動
について述べる. ユーザ (A さん ) が「 FIPA」について検
索し , 情報が見つからなかったので質問を行なう. 情報ボ
ランティアが A さんの質問に答える. ユーザ (B さん ) が
「 icstat 」で A さんの質問や情報ボランティアの回答など
を発見し , 自分もまた回答をする.
Fig.10に, Table 2の項目 12. 状態での検索結果の画面
例を示す. InfoCommon で発信された メッセージが リン
クにより関連づけられている. ニュースリーダで発信さ
れたメッセージはリンクされていないが , これは , ニュー
スリーダでフォローする時に参照情報がつかないことに
よる.

「 人を知るために有用であったか 」という質問に対し

23 人 (41%) とやや低い回答であった (Fig.9(b)). 理
由は , (a) 個人情報に関しては , サーバに接続不要の別シ
ステム8)があったことや (b) 検索アルゴ リズムの問題と考
える.
議論については 11 人 (21%) しか有用であると答えな
かった (Fig. 9(c)). 根本的な原因として, 5 日間では知ら

6.

ては,

6.1

によるペン入力が難しい」
「使い方がわかりにくい」など
の声があった.
5.8

満足度

30 人 (51%) のユーザが InfoCommon に満足したと回
答している (Fig. 8(b)).

コミュニティの情報共有に有用な情報

トピックに関するアンケートより, レ ストラン , 観光な

ど の地域情報や, 個人情報, 研究発表に関する情報がよく
調べられたことがわかる. また, 統計情報自体の有用性が

示された.
6.2

ない人に情報発信するほど のコミュニティ形成が行なわ
れなかったことがあげられる. その他「ソフトキーボード

考察

コミュニティの情報検索ツールとしての InfoCommon

(a)81%が検索結果を普通以上と感じ , (b)51%がシステ
ムに満足し , (c)55% がシステムが情報検索のために有用
であったと回答したことより, InfoCommon はコミュニティ
の情報検索ツールとして有用であると評価する.
6.3

コミュニティの情報交換ツールとしての InfoCommon

48 件のうち,
32 件 (67%) をし めたこ

ニュースリーダを含めた全情報発信件数
InfoCommon

{6{
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Table 2 Message Exchanges of an Interesting Example
項目

ユーザ

使用シ ステム

操作

1

A さん

InfoCommon

2

A さん

InfoCommon

検索: キーワード「
」

日付

説明

pa

Dec 9 23:12

FIPA について調べる

FIPA に 関する

Dec 9 23:17

FIPA に関して質問する

3

ボランティア

InfoCommon

Dec 10 00:35

FIPA についてフォローする

4

B さん

InfoCommon

Dec 10 00:51

統計情報を調べ,
を発見する

5

B さん

InfoCommon

Dec 10 00:56

FIPA について調べる

発信: A さんの発言に
フォロー

Dec 10 00:58

FIPA についてフォローする

発信:
質問

発信: A さんの発言に
フォロー
検 索:

キ ー ワ ード「

icstat 」
検索: キーワード「 pa

FIPA に関する話題

」

6

B さん

InfoCommon

7

C さん

ニュースリーダ

「 misc 」グループ 記事
取得

{

FIPA に関する記事を発見する

8

C さん

ニュースリーダ

Dec 11 23:56

FIPA についてフォローする

9

C さん

「 misc 」グループ 記事
発信

ニュースリーダ

「 misc 」グループ 記事
発信

Dec 11 23:56

FIPA について再度フォローする

10

D さん

InfoCommon

検 索:

Dec 12 09:01

統計情報を調べ,
を発見する

11

D さん

InfoCommon

Dec 12 09:28

FIPA について調べる

Dec 12 10:01

FIPA について調べ, 自分のメッセー
ジや回答 メッセージを発見する

12

とより,

A さん

InfoCommon

キ ー ワ ード「

icstat 」
検索: キーワード「 pa
」

検索: キーワード「
」

pa

7.

InfoCommon の情報交換ツールとしての可能性が

示唆される. これは単純な インタフェースと, 情報ボラン

ティアの存在によるところが大きい.
また,

InfoCommon は従来のニュースリーダをおきかえ

るものではなく, 付加機能を提供するものであることが ,
ニュースリーダとの比較結果により示唆される.
6.4

広域情報ネットワークを用いてコミュニティの活動を支
ど の研究がある1) . 会話支援としては , 石田ら9) の, 不特
定多数を対象とする会話支援システムの研究などがある
が , 我々は情報共有支援に焦点をあてている.

コミュニティの情報共有支援の研究としては , 我々はこ

最初に提案したコミュニティの情報活動の仮説と比較
する.
(1) アンケート結果より, システムは「調べる」段階を支

援できたと評価する.

(2) ログを解析したところ, 情報検索のあと質問を行な

うという動作があり, 十分ではないが , 「 調べる→

聞く」の過程を一部支援できたと考える.

(3) 「 人を知る」ためには約半数の人が有用ではなかっ

たと回答しているが , これは , 検索アルゴ リズムの

問題と, 5.4 で述べた別システムの存在が原因と考

えられる. 引続き検証を行なう必要がある.

(4) 「 議論する」の段階は十分に支援できなかった. 根

5 日間という短い期間では「調

べる」より先の過程へは活動が進まなかったことが
あげられる. より長い期間において実験をする必要

があると考える.

関連研究

援するさまざまな試みの中で, 会話支援や情報共有支援な

コミュニティの情報活動の仮説

本的な原因として,

FIPA に関する話題

れまで, 知識コミュニティと呼ぶ分散知識ベースを開発し

てきている10) . 本研究は知識コミュニティプロジェクト

の一つとして位置付けられる.

Knowledge Sharing E ort11)12)はソフト
ウエアプ ログ ラムの イン ターオペラビ リティを目指し ,
KQML とい うプ ロト コルを 提案し ている. Guha と
Lenat13)は , エージェントコミュニケーションのための共
通背景知識の重要性を協調している. これらの試みはコ
ンピュータ向きの情報共有を目指しているが, 我々のアプ
ローチは , 人間のための情報共有に焦点をあてている.
InfoCommon のユーザインタフェースは NoteCards14) ,
Collab などのハイパーメディアシステムと類似性がある
が , これらは基本的にオフィスなどでの使用を想定されて
いる. InfoCommon は携帯端末を用いるために操作を可
能なかぎり簡素化しており, 少ない機能でどこまでコミュ
ニティの情報共有を支援できるか確かめた.

{7{

ARPA

の

8

シ ステム制御情報学会論文誌
8.

おわりに

情報ネットワークの普及を背景としたコミュニティの情
報共有支援に関する課題について検討した. 弱い情報構造

を用いて情報を緩やかに関連づける手法を提案し , コミュ

第

11 巻

第

10 号 (1998)

13) Guha, Lenat: Enabling Agents to Work Together;
Communications of ACM, Vol.37, No.7, pp.127{142
(1994)
14) Halasz, Moran, Trigg: NoteCards in a nutshell; Proceedings of CHI+GI, (1987)

ニティの情報共有を支援するシステム InfoCommon を試作
した.

ICMAS'96 Mobile Assistant Project において社会
的な実験を行った. アンケート調査の結果, (a)81%が検索
結果がよいと感じ , (b)51%がシステムに満足, (c)55%が

必要な情報を得るためにシステムが有用であると考えて
いることがわかった. 一方, 議論への有用性についてはま

だ否定的な回答が多く, 改良の余地があることを示してい

る. 今後は, キーボード や手書き入力可能なモーバイル環
境で , さらに長期的な実験評価を行なう必要がある.
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