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Summary

We developed a system called CoMeMo-Community that supports community knowledge sharing,
which uses a Talking-Virtualized-Egos (TVE) metaphor. The virtualized ego is a software agent that
functions as an alter-ego. It works as a medium for conveying one’s knowledge to others by interacting
with other visualized egos or community members over a network. This interaction among virtualized egos
visualizes knowledge interaction in a community. We performed an experiment to examine the following
three features: (a)how people generate associative representation from ideas, (b)how community knowledge
evolves by people expressing their own and others’ ideas clearly, and (d)how people act in such a knowledge-
creating process. The subjects were 45 students who took a lecture on artificial intelligence at our institute.
In this four-week experiment, we observed the following: (a)Community knowledge building: Some subjects
created new information based on the information published using other subjects. (b)Change of topic:
Althogh most of the published information was about “Nara” at first, as time passed, the topic changed to
“agent” and “computer”. (c)Creation of new human relationships: One subject was able to make friends
using the system.

1. は じ め に

情報通信ネットワークの拡大と，マルチメディア技術

の革新，パーソナルコンピュータの個人レベルへの普及
等により，ネットワーク上に様々な新しい社会が生み出
されている．現実世界における空間，時間，社会組織など

の様々な制約を乗り越えて，一定の志向性や共同性のも
とでゆるやかに結び付いた人々の集団であるネットワー
クコミュニティ（以下コミュニティ）もそのうちの一つ

である．コミュニティには，不特定多数の人々から構成
されるためダイナミック性や構成のフラットさに大きな
特徴があり，その活動背景には，メンバ間で共有される
何らかの情報が存在する [木下 97]．

このメンバ間に介在する情報を獲得及び共有化するこ
とは，その活動を活性化する上で重要な要因であると考

える．中でも共通の関心事をきっかけに活動が活発にな
るケースは多い．そこで，そのような共通点を見つける

ために人々はお互いに情報を開示し会う行動を取る．特
に，形成初期においては，自己紹介等の行為により行な
われることが多い．しかし，動的なコミュニティでは，出

会いの場を広大な範囲にし，様々な人々と出会える機会
を増すが，開示された情報の中から共通性や類似性を発
見することは容易なことではない．また，共通の関心事

も固定ではなく，メンバ間の相互作用を通じて推移，発
展していく．これは，同時に個人の知識も発展していく
ことを表している．しかし，メンバ同士が常時接する機

会の少ないコミュニティおいては，その変化を察するこ
とは困難である．この変化を追跡することもその活動を
活性化する上で重要な要因であると考える．
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最近では，今後のネットワークが支えるのは日常社会
生活におけるコミュニケーションであるとして，広域情
報ネットワークを用いたコミュニティの支援に関する様々

な提案も行なわれ始めている [石田 97]∗1．
我々は，コミュニティにおける知識共有支援システム

CoMeMo-Communityを開発してきた [平田 98, Nishida
98, Hirata 99]．本システムは，コミュニティにおけるメ
ンバ間の理解の支援と嗜好・知識の共有と発展の支援を目
指したものであり，個人とコミュニティの記憶管理の支

援が中心である．特に，連想を用いて人から知識を引き
出し，個人内はもちろん他者の知識も活用しながら，知
識の活性化を目指す．その際，知識間の関係（連想関係）
の視覚化による活性化効果に注目している∗2．
我々は，ネットワーク上の各メンバが作り出した連想

同士の繋がりを視覚化する方法として，分身エージェン
トによる疑似会話という手法を提案してきた．本研究で

は，ネットワークを越えて人間の記憶を保持し流通させ
る媒体を「分身エージェント」と呼ぶ．本手法（疑似会
話）は，各メンバの代理である各分身エージェントが，各

メンバの外化した連想を相互に開示し合いながら関連付
けを行なう．本手法を用いることにより，ユーザはコミュ
ニティを客観的に観察し易くなり，様々なことが発見で

きるようになる可能性を示した．特に，相互理解の手助
けとなる共通の話題等が見つけやすくなるという示唆を
得た．そこで，本論文では，実際にある程度の規模のコ
ミュニティにおいてシステムの効果を調べた結果を報告

する．日常でのシステム利用に関する知見を得るために，
実験者が提供する統一した環境ではなく，実験参加者が
普段利用している環境で実験に参加してもらった．

本論文では，2章で，連想表現と分身エージェントを
実装したシステムの特徴および機能について述べ，3章
では，本システムを用いた公開型知識共有実験について

検討する．4章において関連研究との比較を行なう．

∗1 石田ら [Ishida 98] は，コミュニティの支援に必要な機能と
して (1) Knowing Each Other（相互理解支援） (2) Sharing

Preference and Knowledge（嗜好・知識共有支援）(3) Gener-

ating Consensus（合意形成支援）(4) Supporting Everyday

Life （日常生活支援）(5) Assisting Social Events （社会的
イベント支援）を挙げている．
本システムは，コミュニティの求心力となるような共通の話

題の発見及びその発展を支援する機能（上記の (1)(2)に相当）
を提供する．利用者は，嗜好等を共有し相互の理解を深めるこ
とによって，コミュニティを形成，維持していく．

∗2 海保 [海保 99] は，連想の持っている機能を，心を陶冶する
ための道具としてどのように活用するかという観点から，「洞察
機能：心を映す」「癒しの機能：心を癒す」「活性化機能：頭を
活性化する」「創造機能：創造を支援する」の４つに分類して
いる．特に，知識の活性化・創造においては，連想を外化して
知識のネットワークを作成し，新たに入ってきた情報を取り込
んで（新たなリンクを張って）ネットワークを豊潤にしていく
過程が重要であると述べている．

2. コミュニティ知識共有支援システム：
CoMeMo-Community

我々は，連想表現を用いて個人およびコミュニティの

記憶管理を行ないコミュニティの知識共有を支援するシ
ステムを開発した．本システムは，連想表現を用いた記
憶の外化支援，分身エージェントを用いた外化記憶の共
有支援をする．図 1にシステムの概要およびシステム内
での知識の流れを示す．各メンバの知識は，「外化・編集」
「公開」「分身エージェントの呼び出し」「閲覧」「抽出」
のサイクルを繰り返し，他のメンバから開示された情報

との関わり合いの中で活性化されていく．図 1中の「コ
ミュニティメンバブラウザ」「疑似会話ブラウザ」「連想表
現エディタ」およびメンバの登録等を管理するコミュニ

ティ管理サーバを総じて CoMeMo-Communityと呼ぶ．

2・1 個人およびコミュニティの記憶管理

本システムでは，個人およびコミュニティにおける記
憶や知識を連想表現 [西田 97]を用いて外化し管理する．
§ 1 連想を用いた記憶の外部表現

連想表現は，情報間に単に関連があることだけを記述
し，その関連の意味付を厳密には行なわない情報表現で

ある．図 2 (a)に連想表現の例を示す．システム上での
各情報（概念，文章，画像）は，ユニットと呼ばれるア
イコンで表示される．key1, key2, ..., keym は連想元ユ
ニットを，value1, ..., valuen は連想先ユニットを表す．

連想表現は，一つの情報間の関係を点（●）で表し，連
想元ユニットと連想先ユニットの間を矢印で繋いで表現
する．連想表現を用いて外部表現されたデータを外化記

憶と呼ぶ．また，コミュニティ内のすべての外化記憶を
総じてコミュニティ記憶と呼ぶ．

連想表現を用いることにより，記憶の外化における作
業が軽減される．しかしその反面，その意味の再現には

個人の持つ背景知識によるところが大きい．我々は，コ
ミュニティのようにある程度の相互知識のある人間集団
では，連想表現を用いて外化された記憶は再解釈可能で

あることを仮定している．実際に，いくつかの実験によ
り確認しつつある [Maeda 98]．
§ 2 連想表現交換フォーマットを用いた記憶開示

様々な環境のメンバとネットワークを介して外化記憶を
共有するには，外化記憶の表現手段である連想表現がネッ

トワーク上で容易に流通（発信，蓄積，閲覧）出来ること
が必要である．そこで，従来では専用エディタでしか作
成できなかったネットワーク表現の連想表現を，HTML
を用いた記述（<UL>タグを用いたリスト構造）に変換
した表現（連想表現交換フォーマット）を利用する．こ
れにより，既存のエディタやブラウザを利用して簡単に

編集・閲覧が可能となる．また，連想表現交換フォーマッ
トは，人間にもシステムにも可読な知識メディア [Stefik
86]としての位置付けにもある．この連想表現交換フォー
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図 1 CoMeMo-Community における知識共有サイクル
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図 2 連想表現と記憶開示文書の対応

マットにしたがって記述された外化記憶を記憶開示文書
と呼ぶ．図 2に連想表現と記憶家事文書との対応を示す．
コミュニティ内の記憶開示文書群は図 1左上に示すよ

うな構成になる．まず，システム内に存在するコミュニ

ティのリストがあり，そこから各コミュニティのメンバ
のページがリンクされる．さらにそこから各メンバの情
報開示ページへとリンクがつながる．各メンバの情報開

示ページは，名前，写真，および公開する記憶開示文書
へのリンク等から構成される．各記憶開示文書間は，通
常の HTML文書のハイパーリンクで繋がれているため，
WWW ブラウザを用いて容易に閲覧が可能である．コ

ミュニティリストおよび各コミュニティメンバリストは，
コミュニティ管理サーバ上で一括管理される．各メンバ
の分身エージェントは、開示された記憶開示文書のみを

保持し，仮想会話空間上において，公開された写真を使っ
て本人を特定するためのアイコンとして表示される．

2・2 コミュニティ記憶の視覚化

コミュニティ記憶の把握を支援する機能として，個々
の外化記憶間の直接関係を表示する機能，外化記憶の全

体像を木構造・相関を用いて表示する機能を提供する．

§ 1 疑似会話を用いた連想の直接関係表示

疑似会話は，各分身エージェントの背後には各メンバ
がそれぞれ存在していることを意識させながら非同期の

コミュニケーションを支援することにある．また，ユー
ザがシステムへ関心を起こすような「面白さ」を出すこ
とも狙っている．

擬似会話では，各分身エージェントが保持する外化記
憶の断片を連想表現を用いて繋ぎ，個々の外化記憶間の
直接関係を視覚化する．その際，外化記憶に対する分身
エージェントの接近・離散動作や，分身エージェント自

体を小刻みにゆらしたり，吹き出しを使うなど「生命感」
を出すような工夫を入れている．これは，システムの向
う側に実際の人間がいることを感じさせる狙いがある．

図 3で，分身エージェントの行なう疑似会話を説明する．
(1) ユーザはコミュニティメンバブラウザ（図 1右上
の画面）から興味のある分身エージェントを仮想会

話空間（図 1右下の画面）上に呼び出し，対話を行
なわせるキーワードを入力する（図 3 (1)）．（入力し
たキーワードから関連する分身エージェントを呼び
出すことも可能である．）

(2) 各分身エージェントは，常に仮想会話空間上を監
視し，現在ハイライトされているキーワードから連
想される外化記憶があればその近傍に集まる（図 3
(2)）∗3．

∗3 実際には，仮想会話空間上の全ユニットの状態を一定間隔で
更新しながら記録する．前回と現時点でのユニットの状態を比
べて変化が検出された場合に動作する．また，過去に出力した
外化記憶は記録しておき，同じキーワードに対して同じ外化記
憶を表示することを防ぐ．
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図 3 分身エージェントの行なう疑似会話の例

(3) ユーザは，集まった分身エージェントにマウスの
カーソルをあわせることにより，その分身エージェ
ントが保持している連想語句を吹き出しを使って表

示させることが出来る（図 3 (3)）．
(4) 気に入った連想語句を表示した分身エージェント
をクリックすることにより疑似会話空間上にその連

想によって新たに導き出されたキーワードが仮想会
話空間上に表示される．選択されなかった分身エー
ジェントは，もといた位置に戻る．新たにキーワー

ドが表示されると，それに関連する外化記憶を持つ
分身エージェントが再び集まってきて，疑似会話を
続ける（図 3 (4)）．（システムに分身エージェントを
ランダムに選択させることも可能である．この場合
は，ユーザの介入なしに自動的に疑似会話が進む．）

以上のような手順を繰り返し，各個人毎に作成された
外化記憶の断片が一つの仮想会話空間上に集め繋ぎ合わ

されコミュニティ記憶を形成する．また，視覚化された
コミュニティ記憶は，連想表現及び連想表現交換フォー
マットの形式で個人の外化記憶へ取り込みが可能である．

§ 2 外化記憶の連想木／相関関係を用いた概観表示

コミュニティ記憶の全体像を把握しやすくするために，

外化記憶を木構造および相関関係を用いて表示する機能
を実装した（連想木表示機能，連想語相関表示機能）．ま
た，外化記憶の相関関係を元にメンバ同士の関係を表示
することも可能である（メンバ相関表示機能）．以下本

節で用いる例は，3章で述べる公開型知識共有実験にお
いて実際に作成されたデータを使用している．

ある一つの連想元から連想される語を木構造にしたも
のを連想木と呼ぶ．連想元からの連想語を集め子ノード

とし，集められた語から連想される語をさらに子ノード
としていく．続く連想が無い語，またループになる語は
リーフとなる．これにより，ある一つの語からの連想の

繋がりが一つの木構造として表示される．

図 4は，「奈良」（左図），「人工知能」（右図）を連想元
として連想木表示した例である．連想木表示により，「奈

図 4 「奈良」／「人工知能」からの連想木表示

図 5 奈良に関する連想語の相関

良」から５つの連想を経て「脱ア論」へ∗4，「人工知能」
からは８つの連想を経て「プリウス」への連想の繋がり
や，「法隆寺」と「聖徳太子」「五重塔」「柿」等の８つの概
念が直接の連想関係にあることの把握が容易になる．こ

の機能により，コミュニティ記憶を体系的に捉えること
を支援する．

連想語相関表示機能は，連想元からの連想語同士の相
関関係を表示する．本機能は，コミュニティ記憶の相対

的な関係の把握を支援する．相関の計算には，数量化三
類を用いている．数量化三類は，数値化されていないサ
ンプル同士の相関を多変量解析する手法である．各連想

語は，相関（連想の共起関係）の強い語同士が近くにな
るよう二次元空間上に配置される．また，連想語の横に
連想を行なった人の総計を表示する．連想元からの直接

の連想語のみを対象とした相関表示では，やや面白味を
欠いた結果になることがある．逆に，連想元から連なる
すべての連想語を対象とすると，かなりかけ離れた連想

∗4 実際には，「奈良」→ユーザ A →「法隆寺」→ユーザ B →
「聖徳太子」→ユーザ C →「一万円」→ユーザ C →「福沢諭
吉」→ユーザ D→「脱ア論」の４人の連想の繋がりである．
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図 6 奈良に関する連想語の相関を元にしたメンバの相関

語まで表示されてしまいやや統一感に欠けることがある．

そこで，ユーザは，前述した連想木を参考に，連想の連
なりの許容範囲（ステップ数）を指定することが出来る．
前述した「奈良」から「脱ア論」への連想では，その連

なりのステップ数は 5となる．
図 5は，「奈良」から連想の連なりを 3ステップまで許

容し，連想する人の総計が多い上位 30語の相関関係を表
示したものである．表示の中では，刺激語に対して同時
に連想され易い語同士が近くに表示される．例えば，図
5の下の方に固まって表示されている「春日大社」「奈良
公園」「鹿」「角」などが同時に想起され易い関係にある
ことがわかる．

図 6は，メンバ相関表示機能（図 5の相関を元にした
表示）の例である．近くに表示されたメンバ同士は，似
たような連想を開示したことを意味している．これによ

り，ユーザは，ある概念からの連想に基づくコミュニティ
内部の各メンバ同士の関係を把握することが出来る．

本機能の特徴は，システムが呈示する刺激語等に対す
る段階評価等のユーザの応答から相関を計算するわけで
はなく，各ユーザが自由に作成した連想語から相関を求

めている点にある．そのため，システムに縛られない関
係を表示できる利点がある．しかし，情報記述を各個人
に委ねることにより表記のゆれの問題が生じたり，まっ

たく連想が合わずに相関が計算できないことが生じる可
能性がある．しかしながら，本システムではメンバが情
報を相互に開示し合うことによりある程度それらの問題

に対処出来るのではないかと考えている．また，複数の
概念を相関を用いて二次元空間に配置してユーザにその
関係を解り易く提示するという点では，他システム（例
えば [角 94]）と類似しているが，概念空間の関係を利用
して，メンバ間の関係を表示するところに相違点がある．

3. 公開型知識共有実験

本実験は，本システムを用いた知識共有プロセスにお
いて，次の点から知見を得ることを目的として実施した．

WWW ブラウザ上の項目の中の一つを選択すると，
選択された語句が入力ブラウザ（手前の小さなウイン
ドウ）の中の Selected項目に表示される．表示された
語句に対して連想される語句を Input項目に入力する
ことにより記憶開示文書を更新する．この画面は，「法
隆寺」から「聖徳太子」の連想を作成する例である．

図 7 記憶開示文書編集ページ

•連想表現を用いて，個人がどのような知識の記述を
行なうのか？

•自他のアイデアが明示され，公開されることによる
コミュニティ全体としての知識がどのように発展す
るのか？

•このようなスタイルの知識共有過程で人間はどのよ
うな行動をとるのか？

本実験は，奈良先端科学技術大学院大学の講義（平成

11年度 人工知能論 II）において，講義出席者（博士前
期課程 1年生）の有志 45名に対して平成 11年 6月 23
日～7月 19日の 27日間実施した．実験参加者には，クラ
ス内の他の参加者の公開情報を閲覧しながら，自分の関
心事等を記憶開示文書という形で自由に記述してもらっ
た．実験の評価は，公開された記憶開示文書のスナップ
ショット，コミュニティ管理サーバ上で記録されたユー

ザの編集履歴および提出されたレポートを中心に行った．
レポートは自由記述形式で行なった∗5．

3・1 実 験 の 手 順

(1) 実験への参加希望者は，WWWブラウザを用いて
登録ページのフォーム（名前，研究室名，公開写真

のファイル等）を記入することにより実験コミュニ
ティに参加できる．実験への参加は実験期間中随時
受け付けた∗6．コミュニティ管理サーバは，登録さ
れた情報を元に各実験参加者の公開情報ページを作
成する．また，登録と同時に各実験参加者のページ
リスト（コミュニティメンバページ）をWWW上
に作成・公開する．

∗5 レポート回収率：91%（41/45 名）
∗6 実験期間前半（7/6）までに 43 名が実験コミュニティへ登
録した．2 名は実験終了日直前に登録した．
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表 1 実験参加者からの意見

外化記憶（連想表現）の相互開示 人数
利点 新たな知識を他人から得ることが出来た 10

他人の連想によって自分の知識が刺激を受けた 15
知識間の関連が直感的に理解できる, 連想が繋がると嬉しい 各 3
自分の知識に対して他人が連想を付け加えてくれるという点でコミュニケーションが成り立つ, 記憶開示文書を作っ
ていると自分の内面が見えてくる, 普段接していても分からない他人の考えていることが分かる, 等

各 1

欠点 ユニット数が多くなると認識困難 5
入力が大変, 品詞が全て同じ扱い, 理解できない連想がある（他者へのリクエスト機能が欲しい）, 等 各 1

その他 ある知識からラインが伸びていろいろなことを知ることが出来るのはWeb のリンクを辿っているような感じ, 等 各 1

分身エージェント
利点 人と人の関係が発見できた 12

揺れながら動いているのに生命感を感じた, 実態として顔写真を持っているのが良い（本人を特定できる）, 等 各 1

欠点 会話が早い・遅い 6

その他 エージェントが知性を持って共同作業をしているように感じた, 自分のエージェントが賢くなっていくようで嬉し
い, 友人のエージェントより面識の無い人のエージェントとの会話が進み驚いた, 等

各 1

(2) 実験には，各実験参加者毎の環境で参加してもらっ
た．実験ツール（「コミュニティメンバブラウザ」「疑
似会話ブラウザ」「連想表現エディタ」のセット）お
よび操作マニュアルはWWW上で公開し，ダウン

ロード・インストール∗7は各実験参加者毎に行なっ
てもらった．実験ツールについては，実験開始前に
一回デモを行ない紹介した．細部の操作方法は，操

作マニュアルの配布のみで行なった．また，チャッ
ト・メールなどの既存のコミュニケーションツール
は併用しない．

(3) 実験参加者は，公開情報の編集をCGIで作られた
記憶開示文書編集ページを用いて行なう（図 7）．ま
た，実験ツールおよび個人毎のエディタで作成した

記憶開示文書を，記憶開示文書編集ページを介した
サーバへのアップロードも可能である．これらユー
ザの編集行為は，コミュニティ管理サーバ上に編集
履歴として記録される．

(4) 実験参加者は，実験ツール，またはWWWブラウ
ザを用いて公開される記憶開示文書を閲覧する．疑
似会話ブラウザ上で繋ぎ合わされた連想は，コピー

機能を利用して個人の外化記憶として取り込み，再
利用が可能である．開示される情報にはすべて署名
が付き，オリジナルとコピーの区別をした．

3・2 結 果 と 考 察

各実験参加者は，概ね他のメンバが作成した連想表現

を理解することができたと答えている．このことは，あ
る程度の背景知識を共有している人々のなかでは，連想
表現を用いて考えを他者に伝えることが可能であること
を示唆している．システムの有効性（特に，システムの

操作性）については慎重な意見もあったが，記憶開示に
よる理解支援および嗜好・知識共有については肯定的な
意見が多かった．

表 1に，実験参加者からの意見を示す．連想表現は，利
用者に対して，個人及びコミュニティの知識の繋がりを

∗7 配布する実験ツールは，自己解凍形式のためインストールは
容易．ただし，事前に JDK のインストールが必要．

縦軸：知識総数およびコピーされた知識総数
横軸：日付

図 8 知識総数の推移

把握するのに有効であると考えられる．分身エージェン
トは，連想表現を開示させる機能を持つことにより，利

用者に対して他者の存在を認知させ，人同士の繋がりを
把握することを可能にしたと考えられる．連想表現と分
身エージェントを組合すことにより，知識の活性化およ
び人間関係の発見への支援の可能性が示唆された．以下

では，さらに三つの点からの考察を行なう．

§ 1 知識の共同構築

実験期間におけるコミュニティ全体としての知識総数

およびコピー知識総数の推移を図 8に示す．記憶開示文
書上のリスト表記の項目一つにつき，知識数として一つ
カウントした．実験終了時におけるコミュニティ全体の
知識総数は，2506であった．他者の公開した情報をシス
テムの提供するコピー機能を用いて利用した知識の総数
は，572であった．

表 2 に，記憶開示文書編集ページへのアクセス回数，
および各アクセス毎に更新された公開知識の総数を示す．
編集ページへのコミュニティ全体としての総アクセス数

は 98回であった．実験参加者一人当たり，約 2～3回編
集ページを利用して記憶開示文書の更新を行っている．

図 8からは情報が日々継続的に公開されているように
見えるが，実際の個人毎の開示情報数を見てみると日々
こつこつと入力していたものはいなかった．思い立った
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表 2 記憶開示文書編集ページへのアクセス回数と開示情報数

記憶開示文書編集ページへの
アクセス数

1 回目 2 回目 3 回目 4 回目

のべ人数 45 35 13 5
入力された開示情報の総数 474 1517 302 213
一回のアクセスで入力された
平均開示情報数

10.5 43.3 23.2 42.6

ときに，まとめて入力が行われる傾向にあった．表 2か
らもわかるように，各実験参加者は，全般的に一回目の
アクセスではあまり情報を公開しておらず，2回目以降に
多く公開し始める傾向にあった．これは，取り敢えずコ
ミュニティに参加してみて，他者の公開している情報を
閲覧した後に，自分の情報を徐々に公開し始めた結果で

あると考えられる．実際に，互いに少しずつ情報を公開
しているうちに，徐々に重なり合う分野が出現してきて，
そこに情報が集中していくのが観察された（次節参照）．
一人一人の知識は大した事はないが，それらを繋ぎ合

わせることにより興味深いコミュニティ記憶が観察され
た．例えば，実験参加者から「奈良から脱ア論への一連
の連想がつながって表示された時には驚きを感じた」と

いう感想があった．また，「Webのリンクを辿っていくよ
うな感じに似ている」，「連想が繋がって伸びていくのが
面白い」という声があった．このように，本システムで

は，個々に持っている小さな知識片が組合わさることに
よってコミュニティとして興味深い知識を作り出す．特
に，知識の幅を広げるのに効果的であることがわかった．

実験期間後半になると，疑似会話によって集められた
情報をコピーし，それに対して新たな情報を付け足して，
再度，記憶開示文書上に情報を公開する行為がみられた
（10人）．このような行為に対して実験参加者から「自分
の知識に対して他の人が連想を付け加えてくれるという
点で，コミュニケーションが成り立ち興味が増した」と
いう意見があった．これは，我々の目指している知識の

共同構築の一形態であり，本システムによる支援の可能
性が示唆された．
しかし，継続的な情報開示を促したとは言い切れない．

情報の閲覧に関しては，分身エージェントを採り入れる
ことによって「面白さ」を出しユーザを引き付けることが
出来たが，開示に関しては単純なキーワード入力になっ

てしまったことがインタフェース上負荷を大きくしてし
まった原因と考えられる．これに関しては，実際に，実験
参加者から「システムからユーザに入力を促すような質
問や語りかけの機能があると良かった」という声があっ

た．今後は，システムからの問いかけなどによって入力
を支援することが必要であろう．
§ 2 公開情報の内容

公開情報は，研究，趣味，地域情報，およびその他の
４つのカテゴリに著者が分類した．実験終了時における，

各カテゴリの比率は以下の通りであった．
•研究に関する情報：26%
◦エージェント関連 (7%)，その他 (19%)

縦軸：開示情報数
横軸：日付

図 9 開示情報の比較

•趣味に関する情報：22%
◦スポーツ (10%)，旅行 (4%)，その他 (8%)

•地域に関する情報：48%
◦奈良 (41%)，その他 (7%)

•その他：4%

図 9に，実験前半と後半における記憶開示文書の内容
の比較を示す．実験前半（6/23-7/6：開示情報総数 1401）
では，地域情報：60%（奈良：52%，その他：8%），研
究関連：12%（エージェント：4%，その他：8%），実験
後半（7/7-7/19：開示情報総数 1105）では，地域情報：
33%（奈良：27%，その他：6%），研究関連：45%（エー
ジェント：11%，その他：34%）であった．これには実
験参加者から「奈良，エージェントなどに知識が集中し
ている」，「趣味やコンピュータなどで共通の接点を持つ

人が話題としてそれを出すと，つられて同じ話題を持ち
出す人が現れてきた」等の意見があった．システムを通
して，話題の集中や移り変わりが感じられたようである．

前半の地域情報はほとんどが奈良に関する情報であっ
たが，後半の地域情報には，奈良から連想された大仏を
元に鎌倉に関する情報を，修学旅行から長崎や広島等に

関する情報への連想の移り変わりが見られた．ある話題
が飽和状態になり，連想を使って他の話題へうまく移行
した例である．また，地域情報の中には，その土地（生
活圏）に住んでみたり，訪れてみないと分からないよう

な有用な情報も多く開示されていた．特に名産や観光・
交通案内が多く，口コミ情報を引き出す効果が見られた．

今後，このような話題の移り変わりや現在注目されて

いる話題等をシステムを使って特別に提示するようにす
れば，現在コミュニティ内において関心のある情報が何
であるかがわかり，それらに関連する情報をさらに多く

引き出せるようになるであろう．また，開示情報数が少
なくなってきた場合には，あまり注目されていない話題
をシステムから積極的に取り上げ提示するようにする機

能も必要であろう．話題の移り変わりの表示については，
松原ら [Matsubara 98] の CommunityBoard でもちい
ている，情報の鮮度（時間経過）によって視覚的に濃淡・



232 人工知能学会論文誌 16 巻 2 号 I（2001 年）

縦軸：実験最終日における開示情報数
横軸：各実験参加者

図 10 個人毎の開示情報数とその内訳

大きさが変化する手法の知見が参考になる．

図 10に，各個人毎の開示情報の総数とその内訳を示す．
各実験参加者とも，2～3のカテゴリについて情報を開示
していた．各個人が公開した情報は，平均 58であった．
開示情報の総数に大きな差が見られたが，これは，実験
への興味や個人毎の環境（実験ツールを動作させる PC
等）の差によって生じたようである．実際に，疑似会話

の動作に対して「早い」（6人），「重い」（5人）と意見が
様々であった．今後は，ユーザ（クライアント）側でシ
ステムの調整が出来る機能の付加や，負担の大きな処理
を事前にサーバで行なう等の工夫が必要であろう．

コピー機能を利用した人は，全体的に開示情報の総数
が多かった（コピー機能利用者:8 人/平均以上情報開示
者:18人）．この機能は，コミュニティの中に同じ情報を
量産してしまう可能性もあるが，うまく利用すれば個人
だけでは不足するような知識を補うことができるものと

考える．実際に，興味深い連想の繋がりが出来た時には，
コピーして保存していたようである．

§ 3 人間関係の発見・形成支援

本システムは，直接人間関係を視覚化するわけではな

いが，分身エージェントの行う疑似会話を観察すること
によりコミュニティにおけるアウェアネス，特にメンバ
の中で誰がどのようなことに関心があるのか，共通の関

心事は何かなどの発見を促進することを狙いとしている．

実験参加者の「人間関係が見えてくる」（12人）という
感想から，分身エージェントを用いて狙った効果は概ね

達成できたものと考えられる．実際に，本システムを通
して，共通の趣味が分かりサークル活動への勧誘が行わ
れた．「会話が広がることを期待して友人の分身エージェ

ントを選んだが，意に反して無作為に選んだ分身エージェ
ントとの方がより会話が進んだ」，「普段接していてもわ
からない他人の考えていることを知ることが出来る」と

いう感想もあった．日常生活ではわからないような事や
人間関係が発見できる可能性が示唆された．

また，「君が CoMeMo-Communityに掲示していた○
○についてもっと教えてよ」というような，現実の世界
で疑似会話の続きも行なわれた．分身エージェントに顔

写真や実名を使っている（28名が実顔写真を使用）ので
本人を特定することが出来たためであると考える．「左右
に揺れていて生命感がある」，「何か自分のエージェント

が賢くなっていくようで面白い」，「エージェント同士が共
同作業をしているように見えた」という感想もあり，分
身エージェントを用いてシステムに興味を持たせる効果

はあったと考える．

公開情報の分類ではその他の項目に入れたが，人を連
想する行為も見られた．これをうまく利用すればコミュ
ニティへの新たなメンバの参加を支援できると考える．ま

た，本システムは，2・1節で述べたように連想の相違に
よるメンバ間の関係を表示できるため，新たなコミュニ
ティ形成の支援にも利用可能であると思われる．

4. 関 連 研 究

複数のメンバ内での個人知識を外化し，それらを組み
合わせや比較により，それらの知識を共有・発展するシス
テムとして，AIDE[西本 98]とは類似性が大きい．AIDE
は，マルチエージェント技術を用いてグループ思考支援

を目指したシステムである．対話（チャット）に参加する
メンバが発言した断片的な知識集合を可視化し，また，そ
れを個人空間で編集した上で，複数のメンバの考えを比

較し合う機能を提供している．AIDEは，主として対話
中の発言群の可視化を対象とするため，決まったグルー
プ内で，特定の決まった話題についての議論に適したシ

ステムであると考えられる．我々のシステムは，個々人
の自由な連想を対象としているため，ゆるやかな関係に
ある人々の中で，共通の嗜好・関心事や人間関係の発見
に適しているといえる．

Refferal Web[Kautz 97]，IKNOW[Noshir 98]は，個
人を一つのノードとし，そのノード間をグラフによってリ
ンク付して人間関係を表示している．Refferal Webは，
公開されたドキュメントから人間関係を抽出している．

IKNOWは，WWW上の相互リンクや共通に使用して
いる語彙を抽出し人間関係を表示している．我々の手法
では，直接人間間の関係を表示しているわけではなく，各

メンバが外化した記憶を一つのノードとしてそれらの関
係を視覚化している．分身エージェントの疑似会話を観
察することにより人間同士の関係も把握することができ

る．また，各個人で自由に開示している情報を用いてそ
の関係を表示するため，思いがけない関係が発見出来る
可能性がある．

コミュニティ支援という観点からは，POC(Public Opin-
ion Channel)[Nishida 99]と関連性が大きい．POC で
は，コミュニティ内に存在する様々な意見を簡単に知る
ことができる一方で，自分の持っている意見を簡単に発

信することができる新しいタイプのコミュニティ・メディ
アの研究を行っている．POC の中での情報はすべて中
央に一度集約され，要約された形で全体に向け放送され
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る．さらに受けた放送に対しては，新たに意見を発信す
ることができ放送が新規に作成される．放送される情報
はすべて要約され匿名で行われるため，人間関係の形成

よりは，情報の共有・流通に重点をおいた研究である．

5. お わ り に

本論文では，連想表現を用いて個人およびコミュニティ

の記憶管理を行い，分身エージェントを用いてそれらを
ネットワーク上で共有する方法を提案した．提案手法を
用いたシステムを実装し評価実験を行なった結果，以下

の 3点について知見を得た．(a)知識の共同構築：他の
メンバが公開した情報を元に，新たな情報を関連付けて
公開していた．(b)公開情報の拡散効果：連想を用いて
複数のメンバから複数の情報を引き出した．特に，連想
を相互に公開しあうことが知識の活性化に有効であるこ
とがわかった．(c)新たな人間関係の発見：システムを通
じて共通の趣味が分かり新たな人間形成を支援した．以
上から、連想表現と分身エージェントを組み合わすこと
により，知識の活性化および人間関係の発見への支援の
可能性が示唆された．

今後は，個人個人がそれぞれ持っている知識をどのよ
うに外化し，共有していくのか，さらにはコミュニティ
そのものを活性化していくのか，その過程をシステムを

通して検証していく試みも行なっていきたい．
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