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そこで本研究では，サーバ側に検索システム，

1. はじめに

クライアント側にユーザとエージェントが存在す

近年の Web サーチエンジンは，検索技術の面に

るような，ユーザとエージェントが同じ側に立っ

おいて，日々進化しており，Web サーチエンジン

てインタラクションをする際に，ユーザの評価や

の需要が大幅に増加したことで，様々な目的に応

情報検索行動に与える影響について検討する．

じた，多種多様な Web サーチエンジンが開発され
ている．一方で，検索インタフェースの面に目を

2. 実験

向けてみると，1 ０年以上前からほとんど変化し

実験システム

ていないのが現状である．

実験システムは，従来の検索エンジンに近いシ

HAI（Human-Agent Interaction) 研究では，人
間とエージェントがインタラクションをもつよう
になる状況では，人間とエージェントが，どのよ
うに上手く付き合っていくのか，またそのために
は，人間とエージェントとの間に，どのようなイ
ンタラクションを設計すればよいのかということ
を検討している．また，情報検索分野においても，
人の心理学的な傾向と検索インタフェースの関連
性を調べた研究が行われている．しかし，前述し
たように，現在は，技術分野が中心となって研究が
行われており，実用的な新しい検索インタフェー
スやインタラクションの提案につながるほど十分
な研究の蓄積はなされていない．
以上のことから，本研究では，HAI の研究アプ
ローチに基づき，人とエージェントが共同情報検
索を行う場面において，人の心理的な傾向を応用
したインタフェースを開発し，インタフェースが
利用者の主観的な評価や，情報検索行動に与える
影響について実験的に検討する．
小松・山田 (2008) は，
，ユーザがエージェントに
対して期待する機能と実際にインタラクションを
行うことで感じた機能との差を適応ギャップとし
て定義し，この適応ギャップの値がエージェント
とのインタラクション状態にあるユーザの印象変
化にどのような影響を及ぼすのかを実験的に調査
した．(齋藤・小川, 2011) の研究は，ユーザとエー
ジェントが情報検索をする際に，サーバ側にシス
テムとエージェントが存在し，クライアント側に
ユーザが存在する，ユーザとエージェントが別の
立場ででインタラクションする際に，エージェン
トのふるまいがシステムの印象に影響を与えるこ
とを示した．

ンプルなベースシステムと，ベースシステムにエー
ジェントを加えたエージェントありシステムの 2
つを用意した．エージェントの行動は，エージェン
トがユーザから独立して情報検索を行い，一定時
間間隔で，エージェントの行動をユーザにフィー
ドバックしたり，ユーザのアクションに対して反
応を返す「共働き型」を設定した．図 1 は共働き
のイメージ図である．

図 1: 共働き型イメージ図

参加者および実験計画
大学生 44 名（男：32 名，女：12 名）が実験に
参加した．実験は，2 つのシステム（エージェン
トありシステム，ベースシステム）を参加者間要
因とし，1 要因参加者間計画で実施した．
実験課題
実験課題は，
「生活習慣病とその予防」について
を設定した．課題内容は，
「生活習慣病とその予防
についてのポスターを作ることになりました．ポ
スターを掲載する写真や画像を検討したいので，
参考になりそうな写真や画像を探し，その写真や
画像のＵＲＬを登録してください」というもので
ある．
手続き
最初に，参加者に検索システムの操作方法の説
明とアンケートを配布した．その後，検索システ
ムの説明をし，実験の手順を説明した．説明後，実

験を開始し，課題終了次第アンケートの記入を行

このことから，エージェントを付与したシステム

い，記入が終わったらアンケートを回収し，実験

の方が，人間的で温かみのある優しいものだとい

を終了した．

う印象を与えたことが分かった．

アンケート

ベースシステムとエージェントありシステム間

ベースシステムを行った参加者は，課題終了後，

で，実験ログから検索クエリの変化回数を分析し

課題の難易度，結果の満足度，楽しさ，システム

た結果，ベースシステムよりもエージェントありシ

の印象，結果の評価を尋ねるアンケートに答えた．

ステムを使用した参加者の方が，検索クエリの変

エージェントありシステムを行った参加者は，ベー

化回数が多かった．このことから，ユーザは，エー

スシステムのアンケートに加え，エージェントの

ジェントの行動から検索行動に影響を受け，検索

印象，役に立ったか，メッセージは気になったか，

の幅を広げているということが分かった．

参考にしたかについてのアンケートに答えた．各
項目について 7 段階で評価した．

エージェントありシステムで，課題の難易度，結
果の満足度，課題の楽しさ，システム全体の印象，
検索結果の良さ，エージェントの印象，エージェン

3. 結果と考察

トの役立ち度，エージェントの気になり度，エー

表 1 は，各アンケート項目をシステム間で分析

ジェントの参考具合のそれぞれについて相関分析

し，有意差が見られた結果の表である．べはベー

を行った．その結果，システム全体の印象や，エー

スシステムを，エはエージェントありのシステム

ジェントの印象が良いほど，結果の満足度や，課

を指す．

題の楽しさも良い評価に繋がっているということ
表 1: システム間の分析結果

分析項目

分析結果

難易度

ベ > エ (F (1, 42)=6.84, p <.05)

検索クエリの変化

ベ < エ (F (1, 33)=13.61, p <.01)

【システムの印象】

が分かった．また，気になり度は印象の変化に影
響がないことが分かった．

4. おわりに
本研究では，人とエージェントが共同情報検索

親しみやすい

ベ < エ (F (1, 42)=5.66, p <.05)

暖かい

ベ < エ (F (1, 42)=6.75, p <.05)

を行うという状況下において，エージェントの存

明るい

ベ < エ (F (1, 42)=5.51, p <.05)

在する検索システムを作成し，使用した人が受け

人間的な

ベ < エ (F (1, 42)=11.20, p <.01)

る印象およびシステムの使用感への影響を調べた．

積極的な

ベ < エ (F (1, 42)=6.48, p <.05)

静かな

ベ > エ (F (1, 42)=21.70, p <.01)

また，先行研究の考察をもとに，本研究の結果や

親切な

ベ < エ (F (1, 42)=3.77, p <.10)

考察することにより，
「共働き型」というエージェン
トの行動パターンを付与することによって，ユー

課題の難易度の結果から，ベースシステムより，
エージェントありシステムを使用した参加者の方
が，課題に対して難しいと感じていた．ベースシ
ステムは従来の検索システムと似たようなインタ
フェースであったことから，普段の検索の仕方と
変化がなかったことが影響しているのではないか
と考えられる．また，エージェントありシステム
では，ユーザの調べた検索結果に加え，エージェ
ントからの情報量も加わるために難しく感じてし
まったのではないかと推測される．
ベースシステムとエージェントありシステム間
で，システム全体の印象を分析した結果，
「親しみ
やすい」「
，暖かい」「
，明るい」「
，人間的な」「
，積極的
な」，
「静かな」，
「親切な」の 7 つの形容詞対に関し
て有意な結果が得られた．
「静かな」以外は，エー
ジェントありシステムの方が有意な結果であった．

ザのシステムに対する印象の変化に加え，情報検
索行動に影響を与える要因を考察した．1 つの行動
パターンでの効果が成り立つことは言及できたこ
とにとどまったことを問題点としてあげる．本研
究が，今後の発展した研究を行なう礎となり，少
しでも貢献できれば幸いである．
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