
69

Lock-on-Chat: 複数の話題に分散した会話を促進する

チャットシステム

西田 健志　五十嵐 健夫

本論文では，参加者間で画像を共有し，それら画像の特定部分に会話を結びつけることのできるチャットシステム
Lock-on-Chat とその運用により得られた様々な知見をまとめる．文書や画像と会話を結びつけるほかのシステム
が，ひとつの文書について深く議論するのに適しているのに対して，我々のシステムは複数の画像に分散した会話を
しやすくすることに重きを置いてデザインされている． Lock-on-Chat は学術会議において発表中に聴衆が会話す
るためのシステムとして運用された． Lock-on-Chat が局面に応じてさまざまな使われ方する様子，多くの参加者
が活発に議論する様子が観察された．

This paper introduces a text-based chat system Lock-on-Chat, designed to support conversations anchored

to specific locations of shared images and reports our experience in operating it at technical conferences.

Our system is unique in that it focuses on supporting communications scattered around among multiple

images, while other systems for anchored conversations are designed for deeper discussions within a single

document. Our system was used at technical conferences as a space for anchored conversations over presen-

tation slides and we observed that audiences actively participated in discussions during the presentation.

Lock-on-Chat was used in many ways in response to various presentations.

1 はじめに

電子メール，インスタントメッセンジャ，オンライ

ンチャットなどが広く使われていることからみるに，

ネットワーク環境の進歩した現代においても，オンラ

インコミュニケーションの主流はテキストを利用した

ものである．これはテキストを利用するコミュニケー

ションが音声や映像を用いるものと比べたときに以下

に挙げるような点で優れているからだと考えられる．

まず，テキストを利用した場合には過去の会話を一
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覧し，全体像を素早く把握することができるが，スト

リーミングメディアを利用した場合にはそれが容易

でないことが挙げられる．また，複数の会話を同時に

行うことや他の作業をしながら会話をすることもテ

キストを介することによって可能になることである．

そして自らの音声や映像を会話相手に見せるために

は機材の用意だけでなく身なりを整えるなどの精神

的な準備も必要となるため，テキストを用いる場合と

比べて敷居が高い．

テキストを利用するコミュニケーションの一形態と

して、会話を文書中の特定箇所に結びつけることので

きるシステムがある．Microsoft Office Web Dicus-

sions のようなアノテーション共有システムは，利用

者が共有アノテーションを作成するためのウェブイン

タフェースによって，非同期の会話や文書の共同作成

の機会を提供する．Anchored conversations [3] のよ

うに文書の特定部分に結び付けられたチャットウィン

ドウを提供することで，そのような会話をリアルタイ

ムに行うインタフェースを提供するものもある．
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これらのシステムはある特定の文書について深い

議論を行うことには向いているが，複数の文書にまた

がった会話には必ずしも適していない．なぜなら複数

の箇所に分散された会話のすべてを監視しながら参

加することは難しいからである．

以上のような状況を踏まえ我々は，画像を共有し，

その画像の特定箇所に結び付けられた会話を楽しむこ

とのできるチャットシステム Lock-on-Chat を実装し

た．Lock-on-Chat は複数の箇所に結び付けられた複

数の会話間を滑らかに移行しながらコミュニケーショ

ンを全体として把握することができるように工夫され

ている．本論文ではそのユーザインタフェースデザイ

ンの詳細に加え，提案システムを学術会議において実

際に運用することを通じて得られた知見を報告する．

2 インタフェースデザイン

Lock-on-Chat は，共有した画像の特定箇所に結び

付けられた会話を楽しむことのできるチャットシステ

ムである．図 1 は Lock-on-Chat クライアントのス

クリーンショットである．以下では， Lock-on-Chat

のインタフェースをデザインする上で設定した目標を

まとめた後，その目標を達成するために実装された各

機能の詳細について記述する．

2. 1 デザイン目標

Lock-on-Chat のデザイン目標は，複数の画像に結

び付けられた複数の会話間を滑らかに移行しながらの

活発なコミュニケーションを実現することである. こ

の目標を達成するため，我々は以下の点に留意した．

ひとつめは，コミュニケーションを促進することで

ある. 特に，会話の対象となる画像の追加や追加した

画像に会話を結びつける操作など，会話のきっかけと

なる操作が容易であることは会話を促すために重要

である．

ふたつめは，複数ある会話の中からその局面に適し

たものへとユーザが誘導されることである．そのため

には，活発に発言がなされている会話が把握できるこ

とやこれから会話をしたいところへ他のユーザを能

動的に誘導できることなどが必要である．

みっつめは，会話の流れを把握できることである．

ひとつの会話に集中していた後やしばらくシステム

から離れていた後に再び会話の流れを把握するため

には，発言の時系列順序が容易に把握できることが必

要である．

2. 2 画像の共有

ユーザはウィンドウに画像をドラッグアンドドロッ

プすることで画像をアップロードすることができる．

アップロードされた画像は全クライアントに送信さ

れ，クライアントは受信した画像のサムネイルを生

成し，サムネイル領域の末尾に追加する．大きく表示

される画像 (以下，メイン画像) は，サムネイルをク

リックすることで切り替えることができる．各クライ

アントは画像を共有しているが，メイン画像はそれぞ

れが自由に選ぶことができる．

2. 3 ロックオンメタファ

新しい会話を画像に結びつけるには，まずその画像

をメイン画像とし，結び付けたい場所をクリックした

ときに出る入力領域に最初の発言を入力する．本シス

テムでは，そのようにして画像に結び付けられた会

話のことを「ロックオン」と呼んでいる (図 1 (a))．

新しいロックオンが生成されたときやメイン画像を

切り替えたときにはロックオンのアニメーション (図

2) が再生された後，小さなチャットウィンドウ (ロッ

クオンウィンドウ) がメイン画像の上に表示される.

ロックオンされた発言に対する返答はロックオンウィ

ンドウ下部の入力領域に入力する.

ロックオンはアニメーションやゲームに頻繁に登場

する視覚効果であり、会話インタフェースのメタファ

として受け入れられる土壌が十分にある．文書と会話

を結びつけるために使われる多い付箋や手書きのメ

タファと比較して，ロックオンメタファを利用する主

なメリットは以下のものである．

まず，ロックオンに伴うアニメーションには人の注

目をその地点に引き付ける効果がある．また，ひとつ

の画像に複数のロックオンが存在する場合は，その生

成順に少しずつずれたタイミングでアニメーションが

再生されるため，ユーザは会話の起こった順序を一瞥

のうちに把握することができる．さらに，会話が表示
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図 1 Lock-on-Chat のスクリーンショット

図 2 ロックオンのアニメーション

される位置と結びついている位置が分かれているた

め，会話と文書の対応を保ったまま会話の表示される

位置を自由に変えることができるようになる．

2. 4 サムネイルに対する情報の追加

本システムでは，ロックオンのある場所とその画像

を見ている人数†1 がサムネイルに表示される．画像
を見ている人数はサムネイルの横に縦棒で表示され

る (図 1 (b)). この機能により，ユーザは会話がどこ

†1 画像を見ている人数はその画像をメイン画面に表示し
ている人数であり，サムネイルを表示している人数は
含まれない.

で盛り上がっているのかを一目で知ることができる．

2. 5 時系列表示

右に設けられた領域では，すべてのメッセージが

普通のテキストチャットのように時系列順で表示され

る．この領域にある発言をクリックすると，メイン

画像はその発言が結び付けられている画像に切り替

わる. この機能により，ユーザは会話の流れを容易に

把握することができる. また，この領域に直接発言す

ることも可能になっており，本システムは普通のテキ

ストチャットとしても使うことができる．画像に結び

付けられていない会話をシステムが許容することは，
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会話のきっかけを増やし，会話を促すために重要で

ある.

2. 6 投票機能

本システムでは，それぞれのロックオンに対しての

投票機能を設けた．本実装ではロックオンウィンドウ

へのクリックを繰り返すことで一人が複数票を投じる

ことができる. 投票数はロックオンとそのサムネイル

の脇に表示される (図 1 (c)). この機能により，他の

ユーザをロックオンに誘導することや複数の会話間の

勝敗・優劣などを決めることなどが可能になるため，

コミュニケーションを活発化する効果が期待できる.

3 WISS2004 における運用

我々は WISS (Workshop on Interactive Systems

and Software) という学術会議において Lock-on-

Chat を運用した. WISS では論文発表の場もインタ

ラクティブであることが伝統となっており，これまで

さまざまなシステムの試験運用によって討論の場が

拡張されてきた．暦本らによるはじめての試みでは

Comic Chat [4] が好評を博し，その後の試みに向け

て参加者の大きな後押しを得た [5]．WISS2004 では

運用するシステムが公募され，会議でのシステム運

用に挑戦する機会が多くの関係者に与えられること

になった．我々はこの機会を利用して Lock-on-Chat

を運用した．

3. 1 運用デザイン

今回の運用では，発表中に表示されるスライドや

デモの様子などを静止画として取り込み，聴衆が

Lock-on-Chat を用いて発表中に意見をやり取りする

様子を観察した. 図 3 は運用時の様子を示したもの

である．参加者は各自持参したノート PC を使って

チャットにログインすることができた．論文発表の間，

ほとんどの参加者はメイン会場にいたが，一部の者は

別室に設けられたサブ会場にいた．メインスクリーン

に表示された内容はオペレータの手作業によって撮

影，アップロードされた．

我々は，この運用を通じて提案システムの評価に

関連した有用な情報が得られると考えた. その主な理
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図 3 Lock-on-Chat 運用の様子

由にはまず，発表には通常複数のスライドが用いられ

るため，本システムが対象とする「会話が複数の箇

所に分散した状況」が発生することが挙げられる. ま

た，学術会議には幅広い年齢層・背景の人が参加する

ため，親しい者どうしのコミュニケーションよりも精

神的な敷居が高くなる. このような場合には，会話を

促進する工夫の効果がより顕著に観察されると思わ

れる.

3. 2 結果

過去の運用との比較が困難であるため，運用結果

は 2 章で説明した各機能が実際にどのように使われ

たかを観察した結果を中心にまとめる.

全参加者のおよそ 2/3 にあたる 98 人が Lock-on-

Chat にログインし，一回以上発言した†2．論文発表
の間，平均で一分あたり 6.24 回の発言があり，一分

あたり 1.33 枚の画像がアップロードされた．これら

の結果から，会話の促進という要件は概ね満たすこと

ができたといえる.

発言を画像に結びつけることは強制されなかった

が，全発言のうち 48.4 % の発言が画像に結び付けら

れた．これらの結果から，ユーザは局面に適切な会話

へと誘導され，会話の流れを把握することができたと

推測できる.

さらに詳細な検討によると，各機能の使われ方は運

用期間中一定ではなかった (図 4 と図 5)．

初日にロックオンを使用した発言の割合が高かった

†2 一人が複数のニックネームを使用している場合が考え
られるが，それは確認できる範囲で取り除いた．
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図 4 ロックオンされた発言割合の推移 (WISS2004)

原因としては，Lock-on-Chat を使い始めたばかりで

あったということがもっとも有力である．しかし，そ

れに合わせて初日のセッションが「画」と「知識」で

あったことも影響したと思われる．前者のスライドに

は画像，後者のスライドには評価のためグラフや表が

豊富に使われていた．

それに対して二日目にはロックオンを使用した発

言の割合が大きく低下した．「音」のセッションでは

デモの音声と会話を結びつけることができなかった．

普通のチャットを使い慣れている参加者が，文字の多

いスライドにロックオンする必要性を感じなくなった

とも考えられる．三日目には参加者が慣れてきたため

か，二日目までの両極端の傾向とは変わって比較的落

ち着いた推移を見せた．

多くの投票が発表中のデモに対する反響として行

われた結果，投票数と発表の盛り上がりには密接な関

係が見られた．この傾向に対する顕著な例外が「音」

セッションで，発表はとても盛り上がったにも関わら

ず，その間投票機能はあまり使われなかった. この最

大の原因は，発表中のデモが音によるものだったこと

である. 音は Lock-on-Chat に取り込まれなかったこ

と，発表者が見事な生演奏を披露したことなどの影響

で聴衆の意識はシステムから離れた.

三日目の最初の発表では，発表者がプレゼンに複数

の筋道を用意し，それらのうちから実際に発表するも

のを投票によって聴衆に選ばせる試みを行ったために

投票数が飛躍的に増加した．
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図 5 投票数の推移 (WISS2004)

3. 3 議論

聴衆にとっては，発表スライドの共有自体がとても

有用であった．過去のスライドを簡単に振り返ること

ができたので，発表を理解しやすかったとコメントす

る参加者が多数いた．また，部屋の大きさに比べてス

クリーンが小さかったため，部屋の後方に座っていた

参加者にとっては手元でスライドを見ることができる

ことが重要だった．

普段よりも集中して発表を聞くことができると感

じた者もいた．それに対して，会話が分散されてしま

うため会話に参加するのに苦労したとコメントする

者もいた. スライドと会話を結びつける行為はメモを

取りながら発表を聞くのと似ており，本システムが参

加者の集中力を高めたと同時に，参加者に通常以上の

集中力を要求したことが推測される.

発表者らにとっては，投票機能が魅力的であったと

思われる．既に述べたように，ある発表者はプレゼン

に複数の筋道を用意し，聴衆の投票結果に応じて発表

を動的に変化させた．この試みの成功は動的なプレゼ

ンの大きな可能性を示した．しかし， Lock-on-Chat

では発表者用の機能を用意していなかったため，会話

の様子や投票結果を発表しながら把握することが難

しいという不都合を生じた．オペレータが発表者に投

票結果を伝えるなどの運用上の工夫で回避可能な問

題もあるが，真に発表をインタラクティブな場とする

ためには発表者に対する適切な支援が不可欠だろう．

スライドと対応付けられたチャットログは，参加報

告を行う場合や発表を振り返り反省する局面などで
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図 6 ロックオンされた発言割合の推移 (WISS2005)

聴衆と発表者のどちらにとっても有益であった．会議

中に撮影されたほぼすべてのスライドが会議後に配

布されたチャットログに含まれたが，一部のスライド

は発表者の都合により収録されなかった．

4 WISS2005 における運用

WISS2004 での好評を受け，Lock-on-Chat は

WISS2005 においても運用された．前年の運用結

果を踏まえ，発表者に対する支援を主な目的として，

ロックオンを投票数の多い順にランキング表示する機

能を追加した．ランキングは各クライアントと発表用

スクリーンの横に設けられたチャット用スクリーンに

表示された．

4. 1 結果

全参加者のおよそ 2/3 にあたる 95 人が Lock-on-

Chat にログインした. 論文発表の間，平均で一分あ

たり 4.82 回の発言があり， 一分あたり 1.15 枚の画

像がアップロードされた．全発言のうち 36.9 % の発

言が画像に結び付けられた．また，ロックオンを使用

した発言割合の推移は前年に比べて安定した (図 6).

こうした発言ペースの低下，及びロックオン使用割合

の低下・安定化の原因としては，Lock-on-Chat を使

用したことのあるユーザの興味が，新しく追加された

ランキング機能と投票に移ったということが考えら

れる.

投票数は大幅に増加し，ばらつきが大きくなった

(図 7)．これは聴衆が発表者との意思疎通を図るため，
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図 7 投票数の推移 (WISS2005)

目的のロックオンを上位にランクインさせようと考

え，それまでの投票数よりも多く投票するという行動

を取ったからである. また，そのような投票行動を楽

しいと感じたユーザが他の局面でも大量の票を投じ

るという場面も観察された. こういった状況を改善す

るためには，投票数の制限や新しいロックオンを優先

するランキングなどが有効だろう.

4. 2 議論

発表者がランキング機能を有効に活用する場面は

あまり見られなかった．その最大の原因は，発表者の

立ち位置からチャット用スクリーンを確認するのが困

難だったことだと考えられる．

今後，リアルタイムランキング機能をチャットシス

テムに導入する際には，聴衆が過熱してしまう可能

性や発表者によるアクセスの容易さなどを考慮して，

ユーザインタフェースとセットアップを工夫する必要

があるだろう．

5 システム運用上の教訓

システムに直接関係しないコメントのうちでもっと

も多かったコメントは，システムやチャットプロトコ

ルの公開希望であった．これらの情報を公開すること

はシステムの改善や新しいシステムの開発につなが

るので積極的に行うべきである．

今回のような実験では，各参加者の本名や所属の記

録を取ることが重要だ．それにより，若い参加者が遠

慮してしまって議論に参加できないといった状況が改
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善されているかどうかを評価することができるよう

になる．

最後に当然のことだが，会話が弾むかどうかは参加

者によるところが大きい. 例えば，積極的に話題を提

供する司会者のような参加者は会話を大いに促進す

るが，そういった効果とインタフェースデザインの工

夫による効果を明確に区別することは困難である. 新

しいインタフェースを採用したシステムを運用する場

合には，システムをよく知る者が説明役として参加す

るのが効果的だが，その存在が会話にも影響を与えて

いることに注意する必要がある.

6 関連研究

文書に対応付けられた会話の難しさはこれまでにも

問題とされてきた．共有アノテーションを利用したコ

ミュニケーションでは相手の反応が遅いことが Cadiz

らにより報告されている [2]．Brush らは通知方法の

改善による解決を試みた [1]．それに対して本研究で

は，リアルタイムコミュニケーションにより適した解

決を試みた．

WISS ではこれまでにもさまざまなシステムが運

用されてきた．一例として，綾塚らは画像と文字を組

み合わせたチャットシステム ChatScape [6]，藤松ら

はプレゼンテーション資料の上で会話を行うシステム

[7] を運用した．しかし、各システムの運用成果報告

は一部参加者のコメントを掲載するなどに留まってい

る．システム運用の結果を評価する手法の確立は重要

な課題である．

7 まとめと今後の課題

本論文では，チャットシステム Lock-on-Chat を紹

介した．Lock-on-Chat はサムネイル，時系列に並べ

られた発言一覧や簡易投票機能といった工夫によって

文書の特定箇所に結び付けられた会話をよりしやすく

する．さらに本論文では，提案システムを学術会議の

発表中に聴衆が会話するためのシステムとして運用

することで，各機能が複数の文書にまたがったコミュ

ニケーションに有益であり，局面に応じてさまざまな

使われ方をすることを示した．

今後の課題としては，発表者が会話の様子や投票

結果を知ることができるような工夫についてさらに

取り組む必要がある．そのような工夫は結果として，

発表者のみならず， GUI アプリケーションをほとん

ど操作することのできない状況におけるコミュニケー

ション全般を改善することが期待できる．

我々は，ロックオン以外にも会話インタフェースの

メタファとして有用な視覚効果があると考えている．

それらを模索することで，さらに使いやすく見た目に

も華やかなコミュニケーションツールを作ることが目

標である．
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