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1.	
 はじめに	
 

法は定型の質問構成，会話，体験などを導入

	
  近年，地域の特質に根ざした参加型活動へ

することで人から質のより高い情報を得る

の関心の高まりと並行して，高性能なスマー

ことを可能としている．中でも参加型フィー

トフォンの普及により誰もが手軽に街中の

ルドワークはチームでの体験を作業プロセ

情報を記録し集約することが容易となって

スに適切に組み込むことで，「未知の課題を

いる．そこで本研究は地域調査手法の１つで

複数人で明らかにする」ボトムアップな情報

ある参加型フィールドワークのプロセスに

収集・統合環境を実現している．一方，人と

注目し参加型センシングの技術を統合した

携帯端末を一体のセンサとしてみなし利用

参加型フィールドワーク支援システムの検

することで，人手だけでも従来のセンサだけ

討を目的とする．参加者がフィールドで集め

でも収集困難なデータの取得を図る参加型

た情報やそのコンテクストをチーム全体で

センシング技術(Ryokai et al., 2011)に注目

共有し，より有用な活動成果の創出を可能と

が集まっている．この技術は参加者が地域を

する環境の実現を目指す．まず従来の参加型

学習するための支援としても活用がなされ

モデルについて調査を行い，開発するシステ

ており，今後参加型フィールドワークへの発

ムの概念設計を行う．さらに２つの基礎的な

展が期待される．しかし現状の参加型センシ

実験により，システムのインタラクションに

ング技術は，定型の枠組みを用いた情報収集

よる思考支援と分散したフィールドでの情

を前提とするものが多く，事前に集めるべき

報・コンテクスト共有支援の可能性を検討す

情報が明確に定まらないボトムアップな情

る．この結果に基づき質の高いデータ収集と

報収集支援に直接適用することは困難と考

有用な情報の共有環境を実現する参加型フ

えられる．そこでフィールドスタディの一環

ィールドワーク支援システムのプロトタイ

として著者が実際にある参加型フィールド

プを開発し，２つのユーザスタディを経て有

ワークに参加し作業プロセス・実践・問題の

用性を評価する．

整理を行うことで，参加型センシング技術を
参加型フィールドワークのプロセスへ統合

2.	
 調査と概念設計	
 

する可能性を検討した．結果，作業全般で行

	
  人から得られる知識や意見が場所に根付

われる参加者同士の高頻度な意思疎通や情

いていることは多く，人を通して地域の情報

報共有作業が，参加者の知識や視野を広げ，

を収集する手法は心理的環境調査やまちづ

フィールドでの体験の質を向上させ，さらに

くりなど様々な分野で存在する．これらの手

は複数人でのボトムアップな情報収集・統合

を実現する働きをしているという認識を得

補助する効果が見られた．これらの結果から

た．得られた知見に基づき，分散したフィー

タッチ操作によるインタラクションの記憶

ルドで同時並行に行われるチーム単位の情

や思考過程の支援の有用性を明らかにした．

報収集支援として，チームの集めた情報やコ

コンテクストを考慮した共有：分散した環境

ンテクストを高頻度で共有可能とする参加

下で質問者のメモ（相手への質問，答え，その

型センシング環境の構築を目指す．

他）をリアルタイムに共有したところ，一度に

	
 

多くの情報を共有することで質問者に多大な負

3.インタラクション・共有環境の検討	
 

荷をかけ，有用なメモを見逃してしまう，質問

	
  携帯端末を活用したインタラクションの

者はメモを直接利用するよりも自分の質問を考

検討と，情報共有環境の検討を行うため２つ

える際のヒントとして利用することが多い，相

の基礎的な実験を行う．前者はプロトタイプ

手の進行具合や話の流れ等コンテクストが参考

として開発を行った(図 1)アンケートの形式

になるなど，分散環境の共有における幾つかの

を応用した情報入力支援システムを用い，イ

知見が得られた．ユーザへの負担をできる限

ンタラクションの質に関して紙のアンケー

り少なくし適切な時に有用な情報・コンテク

トとの比較を行った．また後者は，分散した

ストを共有し間接的な情報利用を行う支援

2 拠点で同時並行に行われるインタビューの

が重要であることを明らかにした．

形式の情報収集環境で，両環境を共有する仕
組み(図 2)を用いて質問者にとって有用な情

4.	
 プロトタイプ開発	
 

報共有環境のあり方を検討した．以下に本シ

	
  参加型フィールドワークでの作業中，収集

ステムの機能として応用された結果を記す．

した情報を参加者間で共有するための Scene

記憶・思考過程の支援：場所を入力するイン

Memo(情報収集ツール)と集めた情報をもと

タフェースをデジタル地図を利用して作成

に複数人で話し合いを行うための

した（図 1-a）
．地図の中で移動を繰り返す操

Discussion Table(情報整理ツール)のプロト

作が，記憶の曖昧な場所を答えるための思考

タイプを開発した．前者は携帯端末を用いて

支援につながるという結果が得られた．また

写真を撮りその写真にタグを付ける操作を

15 項目の順位付けを行うインタフェース(図

繰り返す単純な機能構成とした．さらに分散

1-b)では，指で各項目を自由に移動させたり

した参加者間でタグの共有を行い，負荷を最

並び替えの訂正を行いやすくしたインタラ

小限としたコンテクストの伝達支援を行う．

クションを用いることで，複雑な思考過程を

後者はチーム全員の写真，タグ，タグのつな

	
  	
  図 1	
  情報入力支援を行うプロトタイプ	
  	
  	
  	
 

	
  	
  	
  	
  図 2	
  分散した情報収集環境の共有

がりの可視化を行い，写真を指で自由に移動

デアリストを作成する（図 4）
．

可能にすることで情報整理における思考過
程支援を行う．Scene Memo でタグを共有す
る機能として，図 3 に示す 3 つのタグセット
を用意した．固定タグセットは予め定めたタ
グをチーム全員で利用するトップダウン型
の情報収集に用いる．非共有タグセットは参
加者が各自自分でタグを作成し自分のタグ
のみを利用して情報収集を行う際に用いる．
共有タグセットは個人で作成したタグをチ
ーム全員で共有し閲覧・利用する，ボトムア
ップ型の情報収集を想定している．

図 4	
  実験 1 の実験環境

	
  結果，固定タグセットの環境下では，撮影
された全写真のうち 1 つのタグでタグ付けが
なされた写真が 112 枚(86%)にのぼった．フ
ィールドワーク中の情報収集は，タグに当て
はまる対象を探して記録する作業が中心と
なっていたことが予想される．一方共有タグ
セットの環境下では全タグ付け操作のうち
94.3%が自分の作成したタグを用いて行われ
たものであり，共有されていた他参加者のタ
グを利用する行為はほとんど見られなかっ
た．ゆえに本実験で用いたシステムと作業行
程は共有されたタグを活用する環境として

図 3	
  選択可能な 3 つのタグセット

十分な支援が行えていなかったことが分か
った．ただしタグ付けのように共有されたタ

5.	
 ユーザスタディ	
 

グの直接的利用にはつながらなかったもの

	
  開発したプロトタイプの有用性を評価す

の，共有されたタグを閲覧することで「集め

るため，２つのユーザスタディを用意した．

るべき情報を考える参考になった」といった，

3 つのタグセットを参加者に利用してもらい

思考過程の支援につながった例が多く見ら

結果を比較することで，参加型フィールドワ

れたことから，参加者が「集めるべき情報」

ークにおける有用な情報・コンテクスト共有

を考えるための支援として，タグを共有する

環境を明らかにする．

効果を活かすことは有効な手段であるとい

5-1.実験 1:固定タグと共有タグ	
 

う知見を得た．

	
  参加型フィールドワークの実験シナリオ

5-2.実験 2:タグを共有するタイミング	
 

として「新しい公園を計画するための既存公

	
  前実験の環境を見直し，フィールドワーク

園の調査」と定めた．１チームあたり 3 名で

前にチームでどのような情報を集めるかを

固定タグセットを用いたフィールドワーク

考える時間として作戦会議のステップを新

と共有タグセットを用いたフィールドワー

たに導入した．作戦会議・フィールドワーク

クを行ってもらう．固定タグセットには動植

の 2 つのステップでタグを共有する場合とし

物に関する９つのタグを用意した． 20 分間

ない場合を組み合わせた４つの実験条件を

分散してフィールドワークを行う．その後チ

作成した．
［1］作戦会議では個別にタグを作

ームで集まり 15 分間の話し合いを経てアイ

成する．フィールドワークでは作戦会議で作

成した自分のタグと現場で作成した自分の

す６つの効果を明らかにした（気付き・学

タグのみを用いて情報収集を行う．2）作戦

習・視野・重複回避・連帯感・切迫感）．こ

会議では個別にタグを作成する．フィールド

のうち，フィールドワーク中参加者に有用と

ワークではチーム全員の作成したタグをリ

捉えられた効果はお互いの状況の理解から

アルタイムに閲覧・利用することができる．

生まれる「連帯感」であった．一方有用でな

3）作戦会議ではチームで話し合いながら共

い効果として同じ写真を撮ってしまうとい

有するタグを作成する．フィールドワークで

った「重複」が挙げられた．

は作戦会議で作成したチームのタグと現場

	
  参加者にチームのタグの有用性を評価し

で自分が作成したタグのみを用いて情報収

てもらった結果の分析によって，4)の条件の

集を行う．4）作戦会議ではチームで話し合

み，タグが単なる写真の補助の役目を越え，

いながら共有するタグを作成する．フィール

写真と同等の評価を得たことが分かった．ま

ドワークではチーム全員の作成したタグを

た作戦会議で作成されたタグよりもフィー

リアルタイムに閲覧・利用することができ

ルドワークで作成されたタグの有用性が高

る．］これらの条件を比較することでタグを

く評価されたのも 4)の条件のみであった．

共有する有用なタイミングを明らかにする

	
  4)の条件はフィールドワーク中の情報を活

ことを目的とする．実験シナリオとして「大

かそうとする心理的効果が強く働き，フィー

学キャンパスをより快適にするための課

ルドワークで得た知見を多く含む成果物を

題・アイデアの創出」と定めた．1 チームあ

生み出せる可能性が，提案した条件中最も高

たり 2-3 名で２回の実験を行ってもらう．

い結果となった．
6.	
 おわりに	
 
	
  参加者主体のボトムアップな情報収集・統
合支援には，現場での体験をその場で効果的

図 5	
  実験 2 の実験環境

	
  結果，各実験条件において，参加者の行動
と共有タグが参加者に対し影響を与えるタ
イミングに違いが見られた．タグの作成作業
とタグ付け作業についての分析から，特に
2)3)4)の条件下でフィールドワーク中，タグ
の内容に固執しない柔軟な記録作業が行わ
れた可能性が高いことが分かった．また 4)の
条件下では作戦会議中に作成したタグだけ
ではなくフィールドワーク中に作成したタ
グも積極的に利用し情報収集が行われたこ
とが分かった．
	
  また実験後のインタビューの分析結果か
ら，タグの共有によって参加者に影響を及ぼ

に伝え合う機能が重要である．本論文では文
献調査とフィールドスタディから参加者間
の相互理解の重要性を明らかにし，インタラ
クションと共有機能の検討，システム開発と
ユーザスタディを経て参加型フィールドワ
ークに有用な情報共有環境を提示した．今後，
ユーザスタディの結果を反映させシステム
を改良することでより有用な情報共有支援
の実現を目指す．
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