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まえがき

ロンドン大学の故プラントン教授は，ＨＭＩ（IIumi1nMachinelnterface）を

把握するには，①'''1接伽察，②科学的測定，③アスキングが大聯だと述べてい

る．迎淋科'ｉｔ的ilIll定の定I｣I:的アプローチのウエイトが尚く，定性的アプロー

チの観察やアスキングは余り顧みられないのだが．観察とアスキングの重要性

を弦調しているのがミソである．以前．ロンドンでご本人にお会いし話をした

ことがあるが，この１１‘i:接観察というのは現jﾙで観察しろという意味合いで使わ

れたのであろう．本,Iドでは，’'1〔接観察と'1M披剛察に分けて考えているが，多分

iIIIi〃を含んだ迩味でi'‘l:接観察という用語を仙川されたと思われる．

観察というのは，Ｉ:I然科学に限らず多くの研究伽域システムや製品開発の

堆本と勝えているのだが，どういう訳かあまり１１の､11たってこなかった研究分

野に思えてならない．本文にも,!I:いたが，２０１１t紀では技術．i竜猟型のモノ作り

が行われていたので‘それほど必要としなかったのだろう．したがって．メー

カに観察の聯門家はほとんどいないのが現状である．しかし，２１世紀に入り，

｢ユーザがどういう'k活を希望しているのか」というモノ作りの原点が問われ

始めている．もちろん，このようなスタンスで叫洲ﾙ１発を行っているメーカも

あるが，まだまだ少数派といわざるを得ない．

こういう状況から．観察の方法論とまでいかなくともある程度の手法をまと

められないかと，ここ１０年ばかり考えてきた．ルllWXllI大学システムｒ学部デ

ザイン1,1i州i'抑:ﾄのデザインエルゴノミクス研究索（llIlMl研究顎）は，人|ＩＭＩ:学

と１２業デザインを核にした研究第であるがその研究仙域はサービスl倉学，観

察工学．応川人間I:学．認知研究（メンタルモデル)．感性工学．ユーザイン

タフェース研究，GUIデザイン．デザインマネージメント．ユニバーサルデ

ザイン，製品|＃1発．ヒューマンエラーと多岐にわたっている．これらの研究領

域の１１'で，肌嬢工学はその坐礎部分を支える研究領域である．システム工学研

究科の博上後期抑程で当研究室に所属している，Ili位収得退学した，あるいは

修了して仰i:り･を取得した研究考．人間|:学馴111家．Ｉ:難デザイナー．ユーザ



Ｉ ま えが き

インタフェースデザイナー，ソフトウエアエンジニアの皆さんに共通してい為

研究J1iilIの１つに観察があり．それぞれの成果をまとめるべく川版をすること

にした．したがって，執縦者柵成は

IlIliiil俊棚細背

十

イ11歌111ﾉ噂学火‘¥:院システムＩ:学研究科

｜#･上後期1M蝿メンバー．ＯＢ

となっている．

以下に分狐執飛肴を示す．

ｌ縦iiM察I:学の方法1111剛俊樹．和歌山大学システム.I:学部

2唯行肋仙祭の〃法とｿも例松波'''11人，大阪カス株式会社

3歳棚祭法によるユーザ典求事項の把搬

灘島秀成，奈良県工業技術センター

‘l瀬メーカにおける行動観察の１１１:例

４．１企災における臓接観察法によろ製IVI改沸'１f例

佃五月，シャープ株式会社

４．２行動観察を用いた機器開発の１１｛例

寺脇1K之，松.ド地I株式会社

５flfllll撰肌察法

５．１Ⅲ雌仙察法

５２データ収集とその蕪礎分析手法

新家敬，株式会社島沖ビジネスシステムズ

５．３データの収集と分析の災隙

間Ⅲ術，レノポ・ジャパン株式会社

５．４１Ⅲ接観察の支援手法と開発聯例

倉持淳子．シャープ株式会社

２噸から４jlifまでが１１１〔接観察（行』RIl仙祭）法で，その〃法やりｌＷｌが,!':かれて

おり’’1F例ではユーザリクアイアメントを仙川するだけではなく、デザインへ

の展開も､Ii:かれてある．５章は新しいﾉj法である間接観察法について．その〃
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法と実例について述べる．

本iIドを読んでW雛観察ポイントを押さえれば，何も本格的な洲企の時川を取

らなくとも．通勤時や出吸時に111社のlWi肺を使っているユーザやその｣Iﾙ所ある

いは売られているお店を観察するだけでも商品開発のよいネタを得ることがで

きる．また，間接観察のｆ法を川いれば，ユーザの使用履雁が取れるので，デ

ザインや股i１１．時にｲi川なユーザデータを柄川することができ，仙いやすく魅ﾉＪ

的なlIWlViをﾉﾋみ川すことができ為．

観察をするには本11$で１．分であるがさらに人間工学の知縦や製IY1IHl苑の知

識を深めたい場合は下記の,I}:緋を参考にされたい．

＜システム・製IWIMj発＞

１１１岡俊樹：ヒューマンデザインテクノロジー入門．繰北出版．２()０３

＜ユーザインタフェース＞

山岡俊樹・鈴木一jIt・藤原推久謡著：僻造化ユーザインタフェースの股計と

評価共立出版，２０００

＜人lHll:学＞

山岡俊樹柵杵：ハード・ソフトデザインの人間工学諦侭，此i細”２術火'御Ｍ

版局，２００２（雌入するjﾙ合，出版ｊｉ１（0122-23-0810）へ瓶接注文してドさい）

岐後に本,Iドの川版に際して，快くリIき受けていただき支援していただいた此

慨H版の小山さんにl',〔くお礼を述べたい．

2008年６月

山岡俊樹
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1章観察工学の方法

1.１なぜ観察は製品開発に必要なのか

２()世紀は技術1蕊Wノリの腿,Y1I)'1発であり，新しい技術＝断しいﾉ|；1,1iの促案で

あった．一部の凶を除いて，人々の唯柄は単純でありそのレベルはそれほど尚

くなかったので，ユーザを観察することよりも製品開発者やエンジニアが鞍え

た新しい技術を具現化するだけで．ユーザに受け入れられた．餅，ノｌｉ活の「･そ

靴の神器」（3Ｃ：クーラー，カラーＴＶ，カー（I‘1家川!'〔)）などといい，人々

が欲しがっていた商船像は定まっていた．

しかし，２１世紀にはいるとﾉﾋ活が鵠かになり，欲しいモノはほぼ下に入れ．

個性化が進み．従来の技術ｉｆ鯨型だけではモノ作りが困雌になっている．さら

に，モノ作りが人''1:曲の安いIHIで行われるようになると、我がlKlでは価格に依

存するのではないユーザニーズにあったきめ細かな製!Ⅶ川発や冊級1V,の|川発

が必要になってきている．このユーザニーズに合った製舶を開発する際のユー

ザ要求瓢頂（ユーザリクアイアメント:uscl･rcquircmcnt，あるいは媒求1噸）

を探り出すｲiﾉﾉな手法の１つとして，仙察法がある．

製砧企仙iを巻える隙｜Ｉ1発の側係者（企、者．デザイナー．エンジニア．憐

業マンなど）が会議を開いて拙論を行う．あるいは休日に会社の保養所などを

使って．延々と議論を行うようであるがこの場合ユーザに関するデータを縦

も持っていないと，識諭の'''心がシーズの紺になるようだ．ユーザのニーズな

どはっきりわからないし．一〃技術は定吐的でわかりやすいので．、'1然こちら

に話が移るのだろう．このような淵発スタイルでは｢新しい技術→新しいﾉﾋ活」

となるが.これからは｢望むﾉk柄→笈現する技術｣のスタンスが必要である.ユー

ザがどのようなﾉkilI1を希求していあのか．そのベクトルを押さえた上で．それ

を実現する技術をi＃川すればいいのであお・したがって，技術は岐斯の技術を

必要とするかもしれないし．既ｲfの技術で１．分という｣助合もあゐだろう．

通常．ユーザの意兄をlHI〈場合．グループインタビューを行うが．この手法



２ Ｉ章観察工学の方法

ではモニターの気がついたことは喋ってくれるが．気がついていない聯項は当

然喋ることはできない．そこで．観察法によりユーザの行動を観察することで

ユーザの気がついていない淵ｲE的ニーズなども抽出することができるのであ

る．もちろん，槻察だけでなく、観察途中あるいは観察終j"後のモニターへの

インタビューも観察データの確認という意味で大那である

1.2観察工学とは

観察工学とは，ｌ:学的視点から物半の様相を詳しく,淵べ．採取された知見を

モノ作りやシステムiHI禿にﾉkかす学問である．モノ作りに然点を絞り．観察方

法.観察データの分析方法についてI:学的視点から体系化した学問航域である．

観察工学に関係の深いのが人間工学である．人間1皇学（Erg()I1omics）は簡単

にいえばＨＭＩ（人間-機械系．IIllmanMachinelI1terhce）の洲和を考える学

際的な学問である'１．その研究の中心は1960年代のﾉkJ1l1から1990年代の認知

に移り．雌近は後述するＩＩＭｌの迎川系にシフトしていみ．人lIllI:学はさらに

ミクロ人lHjI:学とマクロ人''111:ﾂ::に分けられる．｜M1・符は1ti機製IHIの使いやすさ

などのＨＭＩそのものについて検討する領域であるが，後荷はIIMIをどのよ

うに運川してゆくべきかを検肘する領域である．雌近の人|Alが絡む１１:故ではマ

クロ人間Iが1mからの解決が必要なZli:故がｊＷ加していろ．さらに実験を行う

II1-VitroErgoI1omics（爽験擬人'１１１工学．５章参照）と爽験を行わずに観察を

主体とした非実験系のIn-SituErgonomics（現場人間工学，５厳参照）という

視点で分けることもできる．観察［学はこれらの領域のすべてにかかわってい

るが．将に側係の深いのが．In-SiluErgOnOmiCSである．

(1)観察工学の特徴

観察lを学の特徴を以ﾄﾞにﾉす．

①誰でもこの方法によって剛祭できる論瑚的な方法である．従来の方法は観察

背将ｲ『のスキルに依イルており，かなり経験を獄まないとよいデータを取れな

い．

⑳製品開発に必要なユーザ要求11f項（要求事項）を抽出できるのをll的として

いる．したがって，ＩIＭＩ（人間-機械系．HumanMachincInlerlnce）がおも
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な観察対象である．

③観察するjﾙ所は，データを採取したい現助である．ｊﾙ合によっては，ある条

|'|:下での変化を兇る助合もあ為ので実験寵ﾂﾐ験となゐケースもある．

観察I:学にはiIl〔接観察法と11M接観察法がある．人|川を介してIIMIの変動を

観察するのが世接棚察である．一方．人間を介さず．ＨＭＩの変動を機械（器

祁センサやビデオテープレコーダなどの視聴化データ化緑機器）を介して採取

するのが'''1接観察である

以下，それぞれの〃法の艮知2'を述べる．

(2)直接観察の長所と短所

(a）直接観察の長所

:I扱うjii位時ＩＩＩｊ,11たＩ)の仲州llItが多い

観察肴は冗感（特に，視覚,聴党）を通してさまざまな悩報を入手するので．

単位時ＩＨＩ当たりの梢慨吐は多い．たとえば．車を修理している修理I:を直接観

察した場合．視池聴覚，奥弛，触雌の各猟･多11tの州報11tを得ることができる．

②緋細なデータが入ｆできる

現場で人|川の微妙な振為難いや現｣抄の雰MII気などの排細なデータや無形の

データを入手することができる．

(b）直接観察の短所

①データ分析のレベルが仙察勝に依作する

観察群の人IIllT:齢や心Ｊ１畔などに関する能ﾉJが，データの分析に影禅を与え

る．

②人間の生理的制約からの限界がある

人lIiIのﾉ邸|!的'11ﾘ約から腿11制川の伽察はできず．）,L落としも.勝えられる

③棚察什のｲfｲl;がノイズになる'１．能性がある

観察符が現場に介在するため，被観察汁に影郷をﾉJえる場合が考えられる．

(3)間接観察の長所と短所

(a）間接観察の長所

〔1)機械のｲＭ;がノイズにならない

観察荷が卯ﾙにいないので．股Witされた機械の影稗は少ない．ただし，機械

は観察対象ほかに埋め込まれているとかそのｲfｲl自がわかりにくいことが必要で
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ある．

②催時間の観察が可能

年.ｊｌﾚべﾙの長時間にわたってデｰﾀを取ることが可能である.

自伺時観察が可能

何台もの機械を設瞳することにより．側時の観察が可能である．

④多Iitのデータ処即が可能

一州'i大j1I:処理のデータ処理が111能である．

(b）間接観察の短所

①データの砧質に問題がある場合がある

センサやビデオテープレコーダなどの1V,髄やその仙川数により，人手した

データの1V,伽ま影郷を受ける．

②剛察符がいないので詳細なデータがわからない

採取したデータからユーザの意図や場の雰朋気を推測することは困難であ

る．

3ノデータ処理に時間がかかる場合がああ

ビデオテープレコーダの場合．通常．観察荷はIIil時|Ｍ１以上かけて見なければ

）［ ’商接胆察 |Ⅲ扱肌環

人ＩＩＩｌを
'０１粥す脳

｜童観察工学の方法

棚雄
胆欝す』Ｚ

州雌
I鵬する

人''1を

Mui村.愚

|身体的側而 ）

|頭鵬的澗面ｍＭ
ｌ時'''約側lii卿蝋
|猟境的IlVlIIii

l迎川的側面
多橡な多嫌な
ユーザユーザ

７０デザイン頂１１

１ユーザインタフェースデザイン関係(的I【【11｝

2ユニバーサルデ．Ｗン耐IJnIlI9jrII|)．』'鵬性剥2インJ剛I(9｣川I）

４７Zn韮I＃ﾋ(PI‘)JrWI(6JXⅡ)‘’５ロバストデザイン郷I(5劇11）

6'メンテナンス<係守fb頂11(2項Ｕ)．７淫コロジーラ'ザイン爪11(5J(Ｕｌ
§>その他(1通Ⅲの５鱒而他)(５m側）

行
助
伽
濃

行
川
棚
粥

図１．１ＨＭＩを胆察すぁ視点
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ならず，データが多くある場合．時llljがかかる．

①データが限定的である

切り取られた限定された空Ⅲlを兄るので．ｌｌ１ｆ接観察と比鮫して桁報堕が落ち

る．

ＩIMIを観察する際．後述するＩIMIの５側而に対して人間と機械の視点から

槻察する（図1.1)．したがって，人liIjと磯械に燃点を､11てているが，この人

'''１－機械系に絡む時間的側Iiii．環塊的側Iiiiや迎川的側liIiも観察対象となる将に，

人間に焦点を当てて観察するのを水111:では行助観察と定錐する．

Ｉ'》〔接観察と間接観察はお:Ⅲいに補充閥係にあるので．それぞれ単独で用いる

よりもljl州した方が信頼|'kが,1.{jまる．１１‘〔催剛察のj〃合．観察新の見落としも憩

えられるので，ビデオテープレコーダなどを|ﾙ川するとよい．また，Ⅲl接伽祭

では,あくまでもＨＭＩでの推測データなので.場合によっては直接観察のデー

タと一部照らし合わせて信頼性を商める必要がある．

1.3人間-機械系について知る

製品開発を主目的にした観察を考えているので．観察法とはマクロ的に傭隙

すると「人間-機器系（HumanMaChincln(crface・以下略してＨＭＩ)」を観

察することを態味する．インタフェースとは，通常．人IⅢと機械（システム）

ＩＩ１ｊの境界面，接点という賦味であり，このインタフェースを媒介にして人l川と

機械とのやりとりが行われる．たとえば，銀行のＡＴＭの操作部はATlvlの操

作IiIi報を人間（この場合はユーザ）に1ルパし．それを受けて人間が自分の厳志

を機械に伝えるインタフェースといえる．

ＩIMTを観察する隙漠然と伽祭するのは雌しいので．下,把に示す５側liIi31

から検討するとよい．この５側IIIiから人lIilと機械との適合性を考えることがで

きる（図1.2)．

妙身体的側而

②頭脳的（梢報的）ＯＶＭｉ

③時間的側面

の環境的側面

１３人間-機械系について知る
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膿

』

図１．２ＨＭＩの５側而

、運用的側面

①～④まではミクロ人間工学.⑤はマクロ人間工学と分類することができる．

前述したように，ミクロ人'1リエ学とはＨＭＩにかかわる間迦を解決するのをI］

襟としているが，マクロ人'''１１:学ではIIMIを包含した巡川システムや組織な

どを対象としてIIMIをいかにｋｆ<迎川できるか検討する価域である．

以「に５側１mについて鵬塊する．

(1)身体的側面

人と機械(システム)との身体Iiiiでの適合性である．この適合性が眠いとユー

ザに生理的．心珊的な負仙をかけてしまう．たとえば，オフィスの'Ⅲ務机の尚

さが70ｃｍ近辺にあるので問題なく使えるが，これが85ｃｍ程度の尚さであ

れば背の低いビジネスマンは作難をするためイスを高くするので足が床にﾉHiか

なくなり間述いなく使いづらく、疲労を起こしてしまう．将に観察するｋでｌＫ

災な検討項卜lを下肥に示す．

(a）位置関係（高さ，奥行き，傾斜：姿勢）（図1.3）

ＨＭＩにおいて．ユーザが操作や作業時に向然な婆勢で作業できるように，

機械の操作部に関す為ｊＩ地な位|州ＩＵ係（商さ．奥行き．傾斜：燐勢）を検iNす

ゐ．位仙関係には‘仰作部において操作しやすいスイッチ狐のレイアウトや),Ｌ

やすい位置や聞きやすい位価などがある．たとえば，鉄道の111.｣:N:の''１動券允機

は直方体の形状であり．コインイlIi入LIが高い位置にあるので子どもやIWi齢者は



１３人間-騒械系について知る

届かなかった．しかし．岐新の券売機

は操作部が斜めになっており．コイン

や紙幣の抑入11が低い位Wtになるの

で，子どもや高齢者でも容易に操作が

できるようになっている．

(b）力学的側面（操作方向と操作力）

（図1.4）

操作具（ボタン，ツマミなど）を操

作するときの妓適な〃とその方向を

検討する．具体的には，ボタンやツマ

ミなどの操作典を押す〃やＩｌ１ｌＩＩｉさせる

力，そしてその〃向性である．キッ

チン用の而気コンロの入一切のツマミ

７

塞蕊
図１．３イ§1.1然な嬰幣（ｋ図：脚空間

を何す力が刺いためか．身体がぶつか の奥行きがｲ《十分）

るなどの{ＩＩＪらかのきっかけで11iiMiが入

り.火蛎になる‘11:舷が拙'fされている．

あるいは．乗川ilfのパワーステアリン

グでも，軽すぎず，’1tすぎず．適度の

操作力が必要であろう．

滑る

腰

↓ ↓
(c）接触面（操作具とのフィット性） 碓 遮 な 撤 作 力

（図1.4）図1.4指とのフィット性と操作力

操作する際．操作典（ボタン，ツマ

ミなど）に心地よく砿災に触れるための要素である．そのためボタンやツマミ

の滑りをなくしたり．手や足などの効果器とのフィット性（身体の形状と適合

させる）を配噸しなくてはならない．ＦＡＸとか家地機器などで，凸状の押し

ボタンをよく見かけるが．フイット'kが悪く、滑る感じがして押しづらい．操

作特性（操作頻度，jIt嬰性など）を考えると．一概にはいえないが折の形状か

らボタンはフラットかIIIl状の面が望ましい．ただ．IIIi洋の無のようにフィット

性はよいのだが．1.1本の鋸のような使い方の柔軟性がない場合もあるので，使

用環境を考えて操作具の形状を検討しなければならない．
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(2)頭脳的(情報的)側面

人間と機械との梢撒而のやり取りに

IMIする適合性である．たとえば．鉄道

の券売機の画面を兇て，ユーザは何を

すべきなのかわかり，どのボタンを洲

せぱよいのかわかるようになっていみ

とユーザは祥易に操作することができ

１歳観察工学の方法

↓押す

、
≠

言下維鵬蝋砿緬／9.、、／~、
ロを示す．ポイントはユーザの思考に識Ｉ巻のモデルユーザのモデル

図１．５メンタルモデル
合った画面を作ることである，

(a）ユーザのメンタルモデル（図1.5）

機械に対するユーザのシステム像や操作イメージを本普ではメンタルモデル

と定義する．設計識デザイナーは対象ユーザの属性（知識,使用経験,年齢．

性別など）を調べ，そのメンタルモデルを把握し設計，デザインに反映させ

なければならない．そのようなプロセスを経ていない製赫のjIﾙ合，ユーザは''１

分の持っているメンタルモデルと述う場合が多く．設計者やデザイナーの馴刈

がわからず困惑することとなる．このように使いづらさの大きな原閃は．股計

将,デザイナーとユーザのメンタルモデルのｲく一致である．設計稀,デザイナー

はインタビューなどを行い，ターケットユーザの排っているメンタルモデルを

把握する必要がある．勝に．今まで脈も仙川維験のない新しい機械のj〃合，対

象ユーザに対し取扱説ⅢｊｌｌＩ:などでその動作原理をわかりやすく解説し，適切な

メンタルモデルが作られるように巻噸する．また，メンタルモデルは，術に変

肋しているので注迩を災する．

(b）わかりやすさ

わかりやすさはメンタルモデルとも関係するが，ここではわかりにくさの大

きな原因としてわかりにくい川滞の使川といわれているので，用語に絞って,ｉ

及する．川淵を決める際，ユーザにとって馴染みのない噸門川I蒋を使わない．

多侭性のある,雛を使わない，一二』Kff淀の炎現を避けるなどの対紫を勝え為必

要がある．
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(c）見やすさ

①視角，②明るさ，③対比，④僻川時冊の４攻１１‘)が兄えるための条件で

ある（図1.6)．

①視角：見る対象物の大きさと汎距離（兄えるための距離）から決まるｳ度で

ある．兇る対象物の大きさを大まかに決める場合．視距離／200＝対象物5）

の大きさ，の計算式を使う．この式を使って製1Wiの操作部に表,ｋされる文字天

地の妥瑚性を洲くることができる．

②明るさ：真っ暗な部瞳では何も見えないので，対象物を兄るにはある経度の

明るさが必要である．

③対比:兇る対象物（似I）とその背擬（地）との明るさの比である．たとえば，

lrl地に''1文‘ｊ:あるいは照地に熟文'i:では何も兄えない．兄やすくするためには

雌適な対比を考慮しなくてはならない

④露出時間：見えるための時間である．高速で走っている電車から通りすがり

の駅名の表示が見えないなど，ごく短時間では対象物を見ることができない．

兄えるためにはある秘度の時llljが必喫である．

(3)時間的側面

ＩIMIにおいて妓適な作業や操作の時Ｍ１が必要なように，時11Ⅷiでの適合性

である．特に，疲労の問題にかかわるので，注意を要する．自動卓や鉄道の災

時間迎祇のように．人間が機械を長時間にわたって操作すると疲れるので，あ

る雌適な時間内で作業や操作を行えるように配噸する．行う作堆の衝（作推の

種類と強度）によって，作業時間を変える．時間的側面には作災時間以外，機

械からの反応時間もある．

1>館111時Ⅲ」

図１．６↓11.えるための.１条il：

1‘３人間‐機械系について知る
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(4)環境的側面

略すぎず，粋すぎず．作堆や操作を行うに

は雌適な環境が必要なように‘ＨＭＩにおけ

る環境面での適合性である．環境的側1ｍを夢

噸する場合．気候（温度，湿度．気流など)，

照明，窄調．騒青、振動．臭気などの側Iniも

妙噸する．照明に関しては．衿作業に|M1する

雌低照度（たとえば，事務楽での照度は

750lx～l5001x）がJIS化されている．

(5)運用的側面 R

篭

,:』蕊fｌ

＝

、

ＩIMIをｋＦく皿川するための側IiIiでああ．図1.7迎川的側miの対応ｲﾐ足
（飲んだ後の対応が考え

岐近．システムが複雑化し，１ｔ人となり，こ
られていない）

の述用的側面が安全性などの点で敢要になっ

てきている．

製品ではサービス系の紫務（Ⅲい合わせ，メンテナンスほか）が該当する．

図１．７を兇ると，飲み物のrl動販売機に飲んだ後の伽を捨てる場所をデザイン

していないので．缶が床に捨ててある．飲んだ(Wの後始末，つまり逆用的側面

を考えていないこととなる．

従来の人|川が絡むﾘｆ故の｣iﾙ合，ＩIMIの身体的側ｌｍや弧脳的（怖椛的）側面

にその原閃を求めることができたが，雌近は関係者のiNIで悩報の共ｲj化ができ

ず事故を起こすなどのIIM'の巡川而にその原lﾉ《Iを探すことができる事故が増

えている．特に，原子刀発近所．賑梁プラント．鉄道，船舶や航空のような貰

火なシステムにおいて，ＩIMIを安全に効州〈よく惟進して行くには，その迎ﾉll

IIIiを１１士人限考慮しなければならない．たとえば‘航窄機の迎航では，操縦･Ｉ旨と

機関士，エアーアテンダントが各凹の仕聯さえ行えばいいのではなく，良好な

人間関係．コミュニケーションの充実による怖報の共右を行い．関係者（符制

官など）との適切な怖報のやりとりにより，淡全で快適な空の旅が実現してい

る．

以下にそのポイントを示す．

(a）方針の明確化：どう運用するのかシステムの方針(コンセプト)が必要である．
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(b）情報の共有化：関係荷間のコミュニケーションの実践による怖報の典ｲｊ

化を似lる．

(c）自律的行動の確立：〃針に雌づく成貝の自律的行動が必要である．’'１ｆｉｔ

的行動はモチベーションと深くかかわっている．

1.4人間について知る

多様なユーザの特徴を理解する6）

多様なユーザと製品･システムとのかかわりから起こる行動を観察し製舶(シ

ステム）の問題点を探るためには，多様なユーザの性別，年齢，体格や機能1ｍ

を川解しなければならない．将別な配噸を必要としないグループ以外に，機能

IiIiから（a）感党機能liIiに配慮すべきユーザ，（b）迎勤機能，体格に配脳すべ

きユーザ，（c）叩解・判断に配慮すべきユーザ．（｡）尚齢蒋の４つのユーザ

グループに分けた．さらに細分化されたグループの将惟やデザイン対応伽は参

５．文献７１を,M；んで雌,脳してほしい．以ドに器ユーザグループに対すゐデザイ

ン対応峨を起す．

(a）感覚機能面に配慮すべきユーザ‘’

悠弛系のW州１人派が附雌，あるいはできないユーザである

の視弛に航れないユーザ

②汎ﾉJに配職すべきユーザ

③聴覚に噸れないユーザ

の聴力に記噸すべきユーザ

デザインｋの対応蛾は以ドの通りであるがこの観点から観察を行う．

ｌ手がかI)をjIl1め込む：1,1などの操作するときの手がかりがあると操作しやす

くなる．

::2.:冗及i没Iii･にする：機能而での代替案のある設計を意味する．ボタンとペダル

により水が飲める水飲み機のように代枠インタフェースが

多くあるとユーザに対する配慰が耐まる．

③フィードバックを'j､える：人間の入力に対する機械側の反応をフィードバッ

クというが．このユーザにはとても重要である．
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(b）運動機能，体格に配慮すべきユーザ６１

操作系が附雌なユーザである．

①』If椅ｆ使川巷

②勤作に配慮すべきユーザ

③筋力の弱いユーザ

デザイン対応上の対応紫は以下の通りであるが．この観点から棚察を行う．

(､手がかりを埋め込む

②冗長股服汁にする

③負担がかからないようにする

(iI溶坊な動作にする

⑤フィードバックを'j･える

(c）理解・判断に配慮すべきユーザ６１

Ｊ'11解・判断が困難なユーザである

(r)JIM解が蒋手なユーザ

(¥)１１本冊／外ＩＨＩ紙の縦めないユーザ

デザインｋの対策は以下の通りであるが，この伽点から棚察する．

｡)危険をなくす

②手がかりを埋め込む

⑳わかりやすい悩報にする

.．!〉規格化をする

⑤簡潔な情報にする

⑥心地よさを与える

(d）高齢者６

畑愉櫛は怖報入狼理解‘判断，操作の11州l処珊令般の機能範IMIが狭小化し

ており，上記（a)-(c）の３分類のユーザにかかわっている．

デザイン上の対応策は以Fの通りであるが，この棚点から棚察する．

<1)兄やすい，｜冊lきやすいようにする

２)わか')やすい１１if報にする

⑦生理的負帆がかからないようにする

叩簡潔な動作になるようにする：簡単な操作や操作下川〔にする
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基本は師Iiiな操作方式にすることである．操作するのに多{itのｉＩｌ蝿を必典と

させない．

1.5観察を支援する７０デザイン項目について知る

以ドに述べる７()デザイン攻Ilは，杵汁が提11ハしている狸1VＩ（システム）Ⅲ

発〃法である111)Ｔ（IIumanDesignTCchn()l()鷹y)8》で拙進化コンセプトや''1．

視化の際活用するデザイン項ロである．この７０項1Jは製IHI開発やデザイン

を行うとき,必要となる項ｎである．観察する際これらのデザイン項11を知っ

ていると役に,Xつので紹介する．８つの大郷lから柵成されており，令部で７０

卿Iである．それぞれの８大卿Iについて必要な頂１１を取り上げているので．

一部並複している．

8つの側而は以下の通りである．

①ユーザインタフェースデザイン項{｝（29項11)9〉

②ユニバーサルデザインJ0mlI（9卿I）

③感性デザイン頂1１（9項Ⅱ）

④安全性（PL）デザイン項目（6項目）

⑤ロバストデザイン項目（5項目）

⑥メンテナンス（保守性）デザイン項'１（2頂I|）

⑦エコロジーデザイン項'１（5項Ⅱ）

③その他（IIMIの５側面他）（5項卜|）

①～⑦までの火項目はＨＭＩの５側1mとかなりリンクしているが，③その

他では，①～⑦の火項11に入らないIIMlの５側liiiを入れている．

(1)ユーザインタフェースデザイン項目(29項目)，）

GUIや製品の操作部などのデザインを行う際知っておくべき２９項である．

＜システムとして要求される項目＞

①寛容性・柔軟性

ユーザのレベル（知倣，経験，習熟皮など）や好み，やる気に対応して，機

器に柔秋性を持たせたり．カスタマイズできるようにする．

②習熟度対応
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初心者にはガイダンス，わかりやすい多械な1''１i報を提供す為など，ユーザの

Ｗ熟庇に対応させゐ．

③ユーザの保波

ユーザが安全に操作できるように，あるいは危＃fがIjllわらないように保仏す

る．

④ユニバーサルデザイン

多械なユーザが特搾し<操作できるインタフェースを検肘する．

⑤異文化対応

文化的背紫の異なるユーザの青語，Ｗ枇求数などに配倣し，’1M述った操作

や兼別や畦み嫌われるような炎現を誘発させない

くユーザのやる気の醸成＞

○楽しさ

ユーザインタフェースに魅力的な要素を取り入れ，ユーザが操作したくなる

ような．また使いたくなるような楽しさのあるインタフェースにすみ

靭述成感

作業の進捗状況がわかるようにするなど，１．I的が逆成できたことに対する

フィードバックを!』え，使いたいと感じさせるようにする．

③ユーザの滴本性の確保

ユーザが|‘１分のペースで作災ができるなど，ユーザが思い通りに操作できる

ようにする．

⑨信頼感

ユーザにｲ<安を感じさせないようにするなど．ユーザが機械に対して儒噸１１Ｍ

係をもてるようにする．エラーが起こった吻合．ユーザがその内容を皿解し，

何をすべきか（修眠Ｍ似．『''11:など）わかるようにする．

＜効率のよいインタラクションの構築＞

(a）効率のよい情報入手

jp下がかり（図1.8）

ユーザが操作するときのガイドであり，ユーザが初めて抑作する｣Iﾙ合や操作

方法を忘れた場合．下がかI)によって操作．思考をするためのよりと'ころをツ

える．
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⑪簡潔性

拠作lllIiImの表現や操作Ｆ川(をi１１.純にし，

すっきりさせあことによ')．１，１Lやすさ，わ

かりやすさが向ｋする．

⑫検索容妨性

ユーザの持っている少ない怖Wlからで

も．僻定のW柵の検紫が容易に行えるよう

脂

図１．８１zがかI)（矢印が手がかりと
にする． なっている）

⑬一覧雑

使える機能の祇類など．操作する上での必要州Wlが一覧できるようにする．

曲ﾏｯビﾝグ

指ボ部と操作部の関係やパーツllIIのlMl係など111州lの婆素Ⅲlの関係．ユーザと

機械の関係がわかるように対応付けること．

瞳識別桃

１W椛の述いによって炎現を変え為など．１洲lの祁煎や髄の述いが容助に理解

できあようにす為．

(b）理解・判断の容易化

⑯一興性

州慨提示柵造，拠作ﾉj法，レイアウトおよび川冊を統一すぉことにより－１１：

ﾔ|ﾐがﾉｋじる．一度決めたw1噸は途''1で変えないことである．これにより文脈が

生まれ，操作の予測が'り．能となり．操作が容易になる．

⑰メンタルモデル（図1.5参照）

機械に対するユーザのシステム像や拠作イメージをいう．機械の助作lj;(叩を

示すことにより，メンタルモデルが柵築しやすくなる．また，メタフ７．－やア

ナロジー（撤似）を活川してもよい．

⑬情報の多Im的提供

ユーザがシステムの状態などを状況1ＩＩｌｌｌ１ｉ:できるように，多棟な怖報を提供す

る．

⑲適切な川船・メッセージ

ユーザのレベルに対応し、一.惟的で．わかりやすい．簡潔な川謡メッセー
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ジを使用する．

⑳記憶負担の軽減

IIj生（コマンドなどの'1師｡）ではなく，Ｉ¥腿（メニューなどによる選択）の

方法で行うなど．ユーザの肥憶に負荷をかけないこと．

(c）快適な操作

⑳身体的負担の雌減

イ§''1然な嬰勢や必典以ｋの拠作ﾉJを必典とさせないなど，ユーザに対し獣伸

的･俳揃や疲労を感じさせないようにする．

⑳操作感

操作時の機械からの碓爽な反応や操作j↓に対する堆適な操作感など，操作鵬

に述和感がないようにする．

⑳操作の効率

デフォルトの処理を行うなどの人力操価作の最小化や手順の自動化などにより

ユーザの操作瞳を少なくして効率化を図る．

＜共通頚項＞

鋤強調

里要な情報は強調をすることにより．ユーザは効率よく情報を入手すること

ができる．強調には．文'ドを太くする．枠線を引く，色や網点で而を油るなど

の方法がある．

⑳アフオーダンス（図1.9）

デパートなどにあるトイレのドアのプレー

トはその形状から押すことになるなど．形

状が人の行動を誘発させるのをここではア

フオーダンスと定錠する．図１．９は某大学で

兄たトイレのドアの例である．

⑳メタファ

虫めがねは拡大を意味するように,比峨(メ

タファ）の使川により，ユーザが祥妨に皿解

できるようにする

⑳動作原理

三一

1重観察工学の方法

声
一
辱
一

吃

図１．９アフォーダンスの帆
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機械が動く原理をユーザに知らせることにより，操作の理解を促す．

⑳フィードバック

ユーザの機械への人ﾉJに対する機械側の及応をいう．光，断や振動などによ

りフィードバックを行う．

⑳ヘルプ

ユーザが操作に州ったときヘルプ機能を使うが，状況に対応したヘルプ‘hli報

を提ボする．

(2)ユニバーサルデザイン項目(９項目）

ユニバーサルデザインを行うのに必要な９項11である．

①調節

イスのﾊ軸iの尚さが洲節できるなど．多械なユーザに対して，機械側が,１M節

して対応でき患こと．

②冗長度

水飲み機で手が使えないユーザはペダルを使い．足を使えないユーザはボタ

ンを押すなどして水を飲める．このようにおもにインタフェースの入川力にお

いて，いくつかの代枠案がユーザの選択肢を１Wやし操作性向上に貨献する．

③仕様．機能が見える

肘風機のボタンの色の濃淡によりその機能がわかるなど，手がかりを活用し

て何をすべきなのかわかるようにする．

④フィードバック

ユーザの機械への人ﾉJに対する機械側の反応をいう．視覚に頼れないユーザ

がエアコンをリモコンで操作したとき．エアコンからの何のフィードバックも

ないと‘エアコンに対して手をかざして希剃すあ股定（I吸房，冷房ほか）を雌

腿しなくてはならない．

⑤エラーに対する寛容さ

ユーザがエレベータのドアに挟まれるとドアが洲くなど．ユーザのエラー時

に機械側から何らかの対応がなされる．

(§)怖報の人手

効＊よく‘|州'1を入手するには．兄やすく，ＭＩＩきやすい1W報にする．それを災

現させるには雌適な姿勢が確保され．照明もグレアがなく岐適な照度であるの
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が必典である．

:7)''1'州iのJil1解・判断

群助に梢Niの理解・判断を行うためには。逐次提ボによる梢撒提示，liIIIiIm

へのＩタスク提示，手がかりとしての図記号の活用．メタファやアナロジーの

活川による記憶負担の蝿減などが巻えられる

(8,操作

ＩＩＭｌの身体的側Ｉｍで述べたが，（１）位世関係：自然な淡勢，②ﾉJ学的側而：

操作ﾉJ，ｑ接触向：フィット性が拠作に影禅を与える頂11である．そして，④

操作方法も検討する．つまI)．ワンアクションによるiiW､操作，片手操作，憤

れている方法の採用なども検iけする．

:”ｉｉｉ報や操作の迎統性

怖報や操作の流れが途切れず，「情報入手」→「理解・判断」→「操作」の

述統性を保証することである．たとえば．地下街でトイレに行くのにその表示

に従って移肋していると.途''１でトイレの表示がなくなi)Ⅲ悪することがある．

また，Ｉ|(イスユーザにとって，ｊ､賂に１０ｃｍ秘度の段錐がああとそこから先

には進めない．視覚に頼れないユーザにとって，誘導ブロック上に自転車を止

められると，その先を行くのがlｲ;雌になる場合がある（図1.10)．

(3)感性デザイン項目(９項目）

悠性を11t汎したデザインを行うときに検討すべき９瓜ｎである．この感性デ

ザイン郷Iからデザインの流行やファッションの流れを槻察することができ

る．

望晶▲

型酬

γ
鴬
．

１蔵観察工学の方法

関'１．１０連統性の阻審例

塵
Ｉ蕊|愈
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Ｚデザインイメージ

先進的．モダン，カジュアル，クラシックなどのデザインイメージに関する

要素を兄る．

②色彩

暖色．寒色，原色，中間色．淡い色などの色の要素を兄る．色相，明度‘彩

庇の観点からも色彩を棚察する．

(3)フィット性

フィット感のあるイスなどの人llllと機械の一体感のある感覚を兇る．

④形態

シンプルな形状布機的な形状．個性的な形状などの形態の典素を兇る

(5)機能性・利便性

機能がよい．使いやすいなどの機能や利便性は感性に影響をグ･えるので．こ

の観点からも見る．

⑥雰囲気

落ちついた雰囲気，柵欠のある群ＩｊｉＩ気などの雰l川欠にかかわる喪素を),Lる．

⑦新しい組み合わせ

従来と違う素材同-tfを使うなど．新しい組み合わせによる効果を見る．

③質感

木材の暇かさ，ガラスのシャープさなど紫材のもつ髄感を兄る．

⑨意外性

新しい素材の組み合わせ，新しい配色や従来にない形状などによ')，葱外仙

を見る．

(4)安全性(PL)デザイン項目(６項目）

安全設計やＰＬ（P｣roductLiabi1ity：製造物黄任）を考噸するときに検討す

べき６項目である．

①危険な箇所の除去

危険な簡所は除去する．

②プール・プルーフ（R)olI)I･(〕()f）股,汁

地気ストーブを砿倒させても，センサにより電源は切とな為など，人川がミ

スをしても，人間に対し安全になっている設計をいう．
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③タンパー・プルーフ（tamperproof）設計

ピンのふたを押しながらＩｌ１１して洲けるなどのいたずらに対する防止没i;|･をい

う．

④保護装悩（危険隔離）

扇風機や地気ストーブのガード．ロボットの周りに慨かれる柵など，人間か

ら危険を隔離す為〃法をいう．

⑤インターロック機能を勝えたi{蝿|・

ロック解除ボタンをllllしてから給湯ボタンを押してお湯がでる巡虻ポットの

ように．操作が一巡の順序に従わないと実行できない設計をいう．

⑥警告表示

①～⑤までの対応が不十分あるいは特にユーザに警併するために，製1V,に潜

む危険について．ユーザに鮮僑するための表示である．

(5)ロバストデザイン項目(５項目）

術梁や外部の力に対して頑強股計にするための５項11である．

(1)材料の変災

ステンレス製の便器など，材料を変えることにより)ili強にする．

②形状への配慮

而取りの形状にするなどして形状1mから頑強にする．

釦椛造の検付

櫛造1mから畝強にする．

④応力に対する逃げのデザイン

衝撃などの力が加わってもシステム全体にﾉjがかからないようにする．

⑤ユーザの無愈撒な行jiIlに対応したデザイン

来川』Ｉｆのドアに取り付けられあプロテクターのようにユーザの111$葱撤の行動

に対しても，頑強性を保つようにする、

(6)メンテナンス(保守性)デザイン項目(２項目）

メンテナンス（保ＷＩ;）を検1Mすみのに必要な２唄Ilである．

(1)近接性の確保

メンテナンスを行う際，妓遮な作業スペース．妓適作業婆勢の確保，岐適な

作業時間および雌適なレイアウトにして．作業が負担にならないようにする．


