
１．８直接観察（ある条件下での観察】

シングルケース研究法を紹介する．

４１

1.8.1シングルケース研究法浬'2棚

ある条件I『での観察というのは，ある条件の効果を測定するために観察する

ことである．たとえば，軽い靴を履くと歩く速度が速くなるのか観察する場合

などである．この場合．通常の斌さの靴で歩いてもらい，次に雌い靴で歩い

てもらう．そこで'脆い靴の方が早くなった場合，たまたま偶然になったかも

知れないので，もう一度同じことを繰り返して洲くる．このような爽験方法

をシングルケース研究法という．この方法は，一ﾂ1例を用いて，Ａ（ベースラ

イン，Ｊ|§介入)→Ｂ（介入)→八（ベースライン，非介入)→Ｂ（介入）の下順

でデータを採取する（図1.21)．次に，・１１例に対して('１もしない非介入時と

'1りらかの処理をした介入時とのデータの比較を行い，その雄分のｲj無により介

入の効果ほかについて解釈を行う．A-B-A-Bの〃法が雅本であるが．A-B-

A-Bの〃法よりも時間がかからないハーB-Aの方法や効果をlﾘI脈に碓偲する

ためのA-B-A-B-A-Bがある．従来の火験ﾉﾉ法では．多くの被験併を使った

被験什群|川の比蚊を行い実験条件の効果を洲くるがシングルケースの実験渋

では１人あるいは複数の被験者に対してその効果を調べる被験荷内の比較とも

いえる．シングルケースの実験法で得られたデータの検定は，ランダム振り分

けによる検定（randomizationtcsls）や順位のＲｎ検定（ThcRI11cslo（

ranks）などによって行う．

1.8.2シングルケース研究法活用事例10133’

和歌111大学システムＴ:学部のデザイン．人Ⅲ工学卑攻の学4畠の研究顎の人}〕
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図１．２１A-B-ハーＢ法



4２ l意観察工学の方法

1-1のドアの前に蝋かれているマットに着目して観察を行った．つまり，通常

使っている小さいマットに対し、大きいマットに変えた吻合にユーザ（おもに

学生）の靴のftかれ方やその位世について観察した．Ｗこの位iifはユーザがマッ

トに残した痕跡ともどえられる．データの取り方はシングルケース研究法の基

本のA-B-A-BiiI･II1liで行った

Ａ：小さいマット（非介入，ベースライン）

Ｂ：大きいマット（介入）

Ａ：小さいマット（非介入，ベースライン）

Ｂ：大きいマット（介入）

①Ａ：小さいマット

延べ22足の靴の位仙を観察することができた．そのIl1でマット上にWiかれ

ている靴は４足，マット外に艇かれている靴は１８足であった．

②Ｂ：大きいマット

マットの大きさを大きくすることで．靴の拙かれ〃に変化が唯じるのかを観

察した．延べ23足のWtで，そのうちマットヒにWitかれたWtは2()足，マット外

に暇かれたW上は３足であった．

③Ａ：小さいマット

ふたたび‘マットの大きさを小さくし靴の慨かれ方を観察した．延べ22足

の靴で．そのうちマット上に職かれた靴は２足・マット外に股かれた靴は２０

足であった．マットが小さくなると．マットの上にiiftかれた靴の数が極端に少

なくなった．

④Ｂ：大きいマット

ふたたび、マットのﾉくきさを大きくし靴の|冊かれ〃を槻察した．延べ67足

の靴で，そのうちマット上にＮｉかれた靴の数は54足，マット外に価かれた靴

は13足であった．

結果から．ユーザはマットが小さすぎるためにマット上で靴を脱がず，マッ

トが大きいとマット上で靴を脱ぐようになることが砿脇できた．理I{Iとして，

マットが小さいjﾘﾙ合．靴をマット上に慨<と，入退篭すゐ隙に靴が邪魔になる

ため，ユーザはマットの上で靴を脱ぐことを遠慮するものと思われる．図１．２２

は．第４段階（Ｂ：火きいマット）で観察した靴の位慨をすべて表示したもの
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&

第‘(段階（Ｂ：大きいマット）：

マットのｋにｊｍり道ができて

いる‐

‘

m６Ｃｒ

W上をWi<ﾑﾙ所を略ﾉするようなマットのデザイン

Ｅｏｅｆ

図'１．２２棋跡からマットのデザイン

四k

だが，マットの上に遡り逆ができている．この点からも．ユーザは靴を脱ぐと

きに，入退室の邪臓にならないように配慮していることが窺えるまた，靴を

マットの右側に価<ユーザと左側に淡くユーザに分かれており，どのユーザも，

ある秘庇一定のjﾙﾙi;にWljをWi<側illが),Lられた．このことは．マットのﾉくきさ

にはほとんど膨郷されていなかった．

靴の慨かれ〃を比鮫するため，雌1mからの垂線と靴とのなす角庇の余弦の他

をマットの大小で調べた．結果は八（025)-Ｂ(064)-Ａ（039)-Ｂ(0.44）となっ
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た．大きいマットでは靴がｌ礎mに対してiIpl:角方lfljにIIIjいている傾向があり．ノj、

さいマットよりもＷこのIｲﾘきが肌雑でないことがわかる．

以l:のデータから人龍時にWIiを世<助所を暗'Ｋするようなマットのデザイン

を考案した（図1.22)．

1.9間接観察法

間接観察法の埜所．短所は前述したが，間接観察は観察秤なしでユーザの行

動や機械の動きほかを採取する方法である．

以下にその概要を示す．

①皿術の観察では柵られない,あるいは気がつかない州椛をｉｌｌＬることができ為．

家電製IMIやオフィス,機器などにセンサを埋め込みその情報を肥録しておく

と，ユーザがどのような（手順で）操作をしているのかがわかり，そのデータ

が多飛の場合，データマイニングによって．グループ分けされたユーザ肘ごと

の操作特性を把撮することができる．これらのデータからユーザ要求'1噸を僻

ることができる．

②あるシステムの状況をリアルタイムに把撮したりあるいはバッチ処理（ある

伽間データを収集し，まとめて一括処JIMを行う）を行うことにより．いろいろ

な対錐を取ることが可能である．

観察することにより．ユーザの行動を把握し，その行動の特災を分析するこ

とにより潜在ニーズを予測することができる．実例として，主姉が台所で冷蔵

庫を使う様子をビデオテープレコーダで録、し．Ｉ＃1発着がそれを見て冷蔵雌の

下にfitかれた野菜篭から野莱を111｛んで取るII1l数が多いことを発兇し．その鮒１１

を軽減すべ<野菜筆を典111に世き,ヒット商肺となった冷厳ＡＩ(がある野)．また，

自動車の位置やワイパーの作動状況のデータをセンサを介して人手できれば，

降雨地域を特定でき尺気予報などにリアルタイムに活用することができる．

詳細は４章で解説する．



１１０到品デザイン裳准作る ４５

1.10製品デザイン案を作る

(1)仮想コンセプトから作る

1.7で述べたが．仮想コンセプトとは現状の腿品の特徴や使用環境からデザ

イナーが:聯えたと予測する柵造化されたコンセプトである．次にその型1V,の仙

Ⅱj文脈と仮想コンセプトの問題点から修１１ミコンセプトをどえ．ⅡI視化を行う．

(2)櫛造化コンセプトから作る

観察より得られたユーザ要求事項をグループ化し，構造化して構造化コンセ

プトを作る．皿術．３階屑か４階肘穐度の階肘にする．ただこの要求‘1噸だけ

ではなく，作り手の希望する項１１があれば迅加する．２ｌｉｲ１１のコンセプト刺ｌ

はウエイト付けを行い，コンセプトの〃Ir1性をIﾘj脈にする．岐下１Wの項１１を１１Ｊ

祝化し、統合することによりデザイン原案を作る2‘)（図1.23)．以上述べたの

はポトムアップ式の柵造化コンセプトである一方．得られたユーザ要求il叩

から城縄的にｊＩ２ｌ:位のコンセプト項11を決めて．それを解釈して分削して２１Ｗ

付のコンセプトを作る〃法もある．２階届の卿lはさらに分割して３階府の｣01

月にする．堆後に最下位の項目を可視化し，それらを統合してデザイン原案を

作成する．

７０デザインＪＩＭⅡハ&ド【皿111のIj｢悦化届１２１“iIl輔２１“111雄F位J、【Ｉ７０デザイン』川ＩＪＩ．
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図１．２３構造化コンセプト
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４６ 1章胆察工学の方法

1.11製品デザイン案の評価を１
ー一

丁つ

Ⅱ｣机化されたデザイン案に対してコンセプト．設計智:やｲl:様洲:辿りできたの

か調べるのが検証（Veriiication)郷}である．一ﾉj，コンセプトや投計１１１:だけで

は規定されておらず．そのためシステムや製品のI-l的に合うように股iil･がなさ

れているのか洲くるのが妥当惟碓泌（ValidatioI,)鶴である通常.厳密なユー

ザ要求那項に側するコンセプトは作られないので，妥当性確認しか行われない

ようであるが，コンセプトを作り検祇を行う製品開発システムにすべきであろ

う．

検,illiの〃法は．プロトコル解析帥)‘パフォーマンスI;Willi”１．チェックリス

ト帥)，システムユーザビリテイスケール（SystcmUsabilityS(Pak,：SUS)30>や

前述したタスク分析を行う．プロトコル解析は実験者がユーザに対し，製舶や

システムを拠作してもらい，その時に１Nったことや感じたことを喋るように依

傾し.郷られた発締内容や被験粁の操作''1の行為などから,ユーザインタフェー

ス上の間胆点を抽川する方法である．あるタスクに対する作業成紙のことをパ

フォーマンスというがパフォーマンス評('Niとは．パフォーマンスの視点から

作柴時'1Mやエラー率などでタスクの効率などを定爪的に評価する方法である．

システムユーザピリティスケール（SyS【CmUSflbilityScalc：SUS）は，Ｗｉｊ

効でｲr効なﾉj法なので離しく述べる．この方法は'11:Iiiiに漁ｲIlliされたl()Jnllを

使ってユーザビリテイ（使いやすさ）を緋価する手法である．奇数の稀り･の項

I.|はよい点，偶数の項目は悪い点が１１}:かれてある．そして．それぞれの卯Jに

対して．’（まったくそう思わない）……３（どちらとも商えない）……５（まっ

たくそう思う）の,咳》'ｉする数値にチェックを付ける．奇数の帯り･のJ0mIIは．砿

''1数字から１点を引くとその評価値となる．逆に，偶数の番号の項11は，５点

から該》ｌｉ数'j･:を引くとその評｛l11i値となる．妓後にそれぞれの合計価を求め，２．５

傭すぁとＩ()0点111の点数とな為．

以ドに１０卯Ｉ:'１)を示す．

①このシステムをしばしば使いたいと思う

②このシステムは不必要なほど複雑であると感じた
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③このシステムは容易に使えると思った

．Iこのシステムを使うのに技術帆'11家のサポートを必喫とすあかもしれない

⑤このシステムにあるさまざまな機能がよくまとまっていると感じた

⑥このシステムでは，一貫性のないところが多くあったと思った

⑦大抵のユーザは．このシステムの使用方法について，とても素早く学べたろ

つ

(8)このシステムはとても扱いにくいと思った

⑨このシステムを使うのに自信があると感じた

⑩このシステムを使い始める前に多くのことを学ぶ必要があった

新製IYll刑発の｣ﾙ合，到述すべき評11Ｍ;を決めておき，この放仙をクリアした

jﾙ合のみ斯鯉1W,として脇定するというような皿川のﾉj法も勝えられあ．
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２章行動観察の方法と実例

2.1行動観察の重要'性

製,V,．機器のl＃1発において妓初の段階ではどのようなコンセプト・化縦の蝋

,Ｈ１・機器にするかの検討を行うがこの成熟・多械化した市場でユーザ価値の

商い製砧・機器を提案するためには，H1発州川の抄え方のみに韮づいた検討を

行うだけでは限界がある．そこでマーケティングが必嬰となってくるがマー

ケティングに対するどえ〃は．｢ﾉk鵬倒('1(つくれば光れる)」から「販光志向(販

光努力をしないと製品を輿わない)」に変わ})，現(fでは「顧客志向」が飛要

視されている．「顧客志向」は，企業がIlijﾙにおける順客のニーズを創造，開

拓するマーケティングを行うべきだとするどえ方で．Ｗｉ客の其の満足を同る製

砧の提供が企業の使命となる'１．

家庭用機器を顧客志向で開発するためには，ユーザの実使用場面においてど

ういったニーズがあるのかを考え，ユーザにいかにメリットがあるか，という

視点で製茄を開発する必要がある．すなわち，順客が満足する商品企向を行う

ためにまずするべきことは，ユーザ要求ﾘ噸（ユーザニーズをＩ没Iil要件とした

もの）の抽出である．ユーザのニーズに堆礎をおいたアプローチをとることに

より，その機器やシステムの存在JIMIIIがj"解性の商いものになる2)．

2.1.1新製品開発のプロセス

製州)'1発における戦略には，対抗ﾉ(！)他''１冊（他企業のｲ｣:11ﾘjを見てそれに対抗し

て自らの行動を起こす）と先行型戦略(競合企業が対抗しにくい製品を開発し‘

iii場へ先に進出する）に分けられる．先行７W戦略は研究開発によって技術的に

慨れた製品を開発していこうとするものであるとＭ時に．消費荷を第一に考噸

することをin祝している．この先行)<Ｉの新製1Ｗ＃1発を行うにあたっては．Ｇｌｅｎ

ＬＵｒｂａｎらは「市場機会の発見」「製!Y,デザイン」「テスト」「市場導入」「製

品のライフサイクル．マネジメント」の５つのプロセスがあるとしている3)．
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これまで,製品開発において人間工学的な観点から検討がなきれてきたのは．

おもに「製品デザイン」や「テスト」の段階であった．すなわち．「製砧デザ

イン」の段階においては．ユーザの身是に合った製品のスケール．立ち位世か

らの文字表記の見やすさ，音声のわかりやすさ，押しやすいスイッチの大きさ

などを評価･検討することが人間工学の専門家の仕事であった．また,｢テスト」

の段階においては，市場に投入する前に実験室において実験参加者を対象に

ユーザビリテイテストを行い，さまざまな操作諜題がどれだけできるか．どの

ような操作間違いを起こすか，を観察することで操作性を改善させることも人

間工学の専門家の仕事として行われてきた．

しかし，現実には，「製品デザイン」の段階で見た目を爪視するあまり，人

1111工学的な検肘が十分に行われずにユーザが使うときに11M週が生じたり，「テ

スト」の段階でユーザビリテイテストを行ってもユーザビリテイ改善のために

は金型の作り直しなどコストがかかりすぎるために根本的な改善が十分に行わ

れないことがあった．

すなわち．製品として股終的にユーザにとって使いやすくて価値のあるもの

にするためには，人間工学の専門家がより股計の上流側に入っていく必要があ

る．上記のプロセスでいうと.最初のステップである「市場機会の発見」から．

人間工学の専門家が参画することが今後求められると考えられる．

１
１
１
１
１

2.1.2国際規格lSO134074)副

国際的にも，設計にあたってはユーザを中心に考え．設計の上流から人間工

学的な検討を行うことを推奨する風潮が盛り上がってきている．ISOl3407と

いう規格が1999年６月に制定された．この規格は正式には「Human-centered

DesignProcessesfbrlnteractiveSystems」といい，日本でもＪＩＳＺ８５３０「イ

ンタラクティブシステムの人間中心設計プロセス」として2000年１１月に発行

されている．この規格は，設計プロセスを人間中心設計にすることに重心を置

いているため．製品の１つ１つについて泌証を与えるのではなく，股計のプロ

セスが人Ⅲ中心彼汁になっているかどうかを判定する仕組みになっている．

ISOl3407の適用範囲は広く，テレビやエアコンなどの家庭用航巡話やパ

ソコンなどのオフィス製品，自動車や鉄道．自動販売機などの公共公益機器，

２章行動観察の方法と実例
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その他となっている．また．この規格の特徴はその「利用品質（Qualityin

Usc)」というコンセプトにある．つまり．従来の耐久性といった「製IWWI衝」

に加えて,｢製IWiの利川に際しての品憧｣という考え方を導入している点にある．

この規格の原則は以ドの４つである．

・ユーザの枇械的な参加およびユーザならびに仕平の要求の明快な理解

・ユーザと技術に対する適切な機能配分

・股&１．による解決の繰り返し

・多撒な峨祁に基づいた設計

ここで爪災だと巷えられるのは.やはりｌつめの｢ユーザの積極的な参加｣｢要

求の明快な叩解」であろう．これまであまりにも多くの機器。Ｈ用船が，ユー

ザの参加のないまま．デザイナー側の思いだけで作られてきた．そのことによ

り，上述の「利川I1Mi'i」が耕しく批なわれているケースが多かった

さて．この規格における「人間中心設計･プロセス」は，以下の４つに分かれ

ている．

・利川状況のJIl1解と把搬

・ユーザ災求の明確化

・股,i１．による解決案提案

・解決案の緋価

それぞれのプ１１．ヒスを1Ｗ''1.に,悦|ﾘlする．

(1)利用状況の理解と把握

利川状況の把撮とは，英冊でContexto[Ｕｓｅと表現されている通り，ユー

ザが対象物を使う時の文脈である．まず,ユーザがどういう人たちであるのか，

'''1j齢什か，‐ｆどもか，知,紬や維験はどれぐらいあるのか，を知る．そして，そ

の対象物を使うということにどういう!|州ﾐがあるのか．を知る．さらには，そ

の対象物を使う物叩的な環境（熱環境.音環境,光環境など）や社会的環境（文

化など）がどのようなものであるのか．を知る．

これらの11州iは，マーケティング柵ｲ法jimじて染められることもあるが．開

発側がまずターケットとして定錐することもある．

(2)ユーザ要求の明確化

このステップでは「利川状況の理解と把握ｌのステップで得られたConlexl
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ofUscの情報を元に，ユーザが求めているﾘＩ柄（要求項Ⅱ）を定義し，その

優先順位付けをして機器・製1V,のコンセプトを決め．１杯価ﾉ側iiを明確にする．

(3)設計による解決案提案

このステップでは，機器・製舶のデザインを行う．プロトタイプを作ること

によりユーザから問題点を指摘してもらうこともある．

(4)解決案の評価

このステップでは．ユーザビリテイテストや人|Ⅱ11:学の叫門家によるヒュー

リステイック評価などが行われる．災jUllIIjにわたって使うことによって発見さ

れる問題点もあるので,長期的なチェックも必笈である．また､製品の効用（た

とえば．ミストサウナを使うことによる肌の保測M:IIj上．暖炉を使うことによ

る人''1Ⅲill:の親ｉＩ効来など）も，この段附で,|､Williを↑j:うことがある．

kildの４つのステップのうち，今後の人|AII:学の帆'11家がかかわるべきス

テップは特に簸初の２つである｢利用状況の理解と把握｣｢ユーザ要求の明確化」

である．これまで人間工学の弾'1ﾘ家は蚊後の「解決案の評価」のステップをお

もに狐､ｌ１してきた．しかし‘ユーザにとって価仙のある製ＩＶＩを提案しようとす

れば，「利用状況の理解と把撮」「ユーザ典求の明確化」のステップにユーザ中

心の視点で人間工学を理解している人が取り組み，実使用場1mでのユーザの要

求を把握する必要がある．本章では.使用状況に合わせたユーザ側の要求事項，

そしてそれを化様化したものを「ユーザ災求Ｊ１噸」またはIド.に峡求馴町(」と

呼ぶ．ユーザの利用状況を理解・把握し，ユーザ要求をIﾘj確化し，ユーザ要求

zIf項を抽出する手法として、「行動観察手法」は1K災であり，lI11i期的な製品開

発のためにさらに重要ﾔ|§を期すものと考えられる．

2.2 行動観察とは

2.2.1従来手法(アンケート，グループインタビュー)との違い

ユーザ要求事項の抽出には，さまざまなＦ法があるが，これまではおもにア

ンケートルリ狂によってユーザ要求’1噸を把搬し，それに適合する製品を開発し

ようとする努力が重ねられてきた．アンケートでは，一般のユーザに幅広い意

見を聞くことができ開発側では把握していない問題点や意見などを把握する



２２行動観察とは 弓１６

アンケート グループインタビュー 行動観察

唖１

輪
図２．１ニーズlllI川の３Ｆ紬

ことができる．

しかし．アンケート,澗企などの定性的・定{It的なＦ法でユーザ要求聯項を把

撚するだけでは，ｌ･分な11V報が得られてきたとはいいがたい．アンケートでよ

く川いられる手法である記述法で「現状の問題点や改稗してほしい仕様は何で

すか？」と記述を求められて,ユーザが実際に記述するのは,ユーザ自身が日々

剛っていてよくI』I覚している事柄であり．すでに顕在化されたニーズである．

ユーザが漠然と感じていゐｲ<使さなど，まだi↑締化されていない'1Ｉ柄は得られ

にくい．

この「ユーザが漠然と感じているニーズ」を抽出するためにアンケート手法

の１つとして定鏡法という手法が考え州された‘１．定鎚法は，現状使っている

製品と,珊想の製1V,についてそれぞれユーザに定我させる形で紀述してもらい，

そのギャップからニーズを抽出するという下法である．

さらに，雌近マーケティングでよく用いられているグループインタビューと

いう手法は．ターゲットとなるユーザをインタビュールームに呼び，事前によ

く検討された縦聯内容について司会粁が巧みに参加杵の迩兄をﾘlき出していく

手法である．アンケート‘洲企と'１１櫛に参加しているユーザは脚分が認識してお

り顕在化しているニーズを言語化して話すことになるが，他者と会話すること

で刺激を受けて新しいニーズが抽州されることがある7>・

アンケートやグループインタビューはJ,陛本的に顕在化ニーズをl1II出する方法

であるが，ユーザがまだ認縦するには誰っていないニーズ（瀞ｲl;的ニーズ）を

抽出する方法として観察法が提唱されている8:、これは，ユーザが製肋を使っ

ている場面を観察することで｢利用状況の把握-1を行い,「ユーザ要求の明確化」
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を行う手法である．この手法を川いみことで．ユーザ[l身が気づいていなくて

も，その行動を容伽的に兇ることでニーズがjlllllIできると瀞えられる．

行動観察のメリットを脱Iﾘ｣するときに，よく川いられゐ例がS､Squiresによ

る朝食に関する綱査であろう，)．「家庭における朝食｣の洲在において,アンケー

トやグループインタビューなどの手法を川いたところ．．i§姉が「朝食の飛要性

を認撤し」「fどもに栄捉のあるIlﾘl食をIjえている」という結果が１¥られたが，

';ﾘj食時に家庭を肋|H1して伽察したところ．「１１ﾘlは家族全１１に時間がない」「．ｆど

もが朝にお腹を空かしていないときがある」「結果として栄養のある朝食を子

どもは食べていない」ことがわかった．さらに，アンケートやグループインタ

ビューにおいての1,1稗がＷさと異なったのには，「アンケートに稗えた雌親は‘

価値観の述う姑からチェックされている」という齢;tがあることがわかった．

そこで．子どもが持ち歩いていたバナナから，「持ち運び可で」「他康的な」食

品開発を行った．

以上のことから『アンケート．グループインタビューに対して行動観察がｲｉ

効である理１１１として，以下の２点が米げられる．

(1)言語化されていないニーズを抽出できる

ユーザは自分の生活をもっともよく知っている当嬰者ではあるが．ニーズ分

析のスペシャリストではない自身の何気ない行動についてすべて把握してい

あわけではないし．ｌｲ1りごとがあってもI‘I身でそれを柵造的に解釈していあわ

けではない．しかし，人'111の身体特性，認知特性‘心理緋性などの知兄を鵬に

観察を行うと．これらを撫造的に理解し解釈することができる．

(2)社会的正義(poIiticaIcorrectness)によるバイアスを排除できる

社会的に砿義とされていみこと（｢子どもによい帆食を'j･える」「トイレの後

は手を洗う｣）に反するﾉk添災態があったとしても,それをアンケートやグルー

プインタビューで発言することはためらわれる．このように，社会的正義のた

めに堆活実態と発言との花離が生じることは容易に想像できる．観察では現場

に足を逆ぶため．生活実態を戒接把握することが!'『能である．

イj:助観察は技術的にII1Ii期的で新しい手法というわけではない．そもそもは．

人間行動を解明するために，TiedemaIm（1787)'0>が自分の子どもを観察して

日誌に記録したのが始まりで．進化論のＤａｒｗｉｎ（1877）や．発達心理学の父
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と呼ばれる堆理学者Preyer（1882）によっても行われた皿'．さらには．心JIM

学の分野でも剛察が行われるようになり，人弧学や社会'y:においては棚察什が

,淵侮対象とな為場に入り込んでともに体験する手法であるエスノグラフイ－

(フィールドワーク）が生まれた．実験単実験が実際の環境での行動をﾉ又映し

ていないのではないかという議論やビデオなどの記録･解析装祇の進歩により，

心Ｊ１畔における行iIIﾉ仙察研究や人蹴学におけあうイールドワークによるエスノ

グラフイ－研究が兄ＩＩＰ〔されてきており，行動観察が脚光を浴びるようになって

きた．

本章では人間工学や製品開発，マーケティング．サービスの分野において行

動観察技術を応川することで．製IWl･サービスにイノベーションを起こし‘ユー

ザ価仙を間めることを提ｉｌハしたい．雌細f命以1MIには，Ｉ'|分の使う道刈よ''1分

で作る．というようにユーザとデザイナーは'11じ人であることも多かった．し

かし，昨今ではデザイナーが1'i分のデザインした製茄を使ったことがない．さ

らには''1分のデザインした商IYlを使っているユーザの礎を兄たことがほとんど

ない，といったことが蒋通になってきた．そういった磁味でも，ユーザが機器・

商肋を使っている実｣弥而を行動観察することは非常に愈味がああと考えられ

る．さらに．サービス産業においても．堆産性向上が求められているため．行

動観察により現場の改俳を行うことは今後弦<求められるものと考えられる．

特に近年．狸1V,デザインにおいて行1W観察を11t脱しているのはアメリカのデ

ザインコンサルティング会社であるIDEO社とイギリス工立芸術大学（RoyaI

CollegeofArt）である．

ＩＤＥＯにおいては，開発ステップを“Understand”“Obsel･ve”“Interpret

‘.Visualize織．‘Realize識．.Evaluate/Rc伽c'．“Implcmcnt”の７つに分けており．

早い段階で実場面におけるユーザの使い〃をobserve（観察）している．

IDEOのＴ()mKelleyの著苫『TheArt()flnnovati()､(ﾉ;|;題発想する会社！）｣３１

では，「イノベーションを可能にするのは、まさにこのような観察に触発され

た洞察である｣間-11「イノベーションは兄ることから始まあ｣s･2>「1.1分''１身の１１

と上|・で物１Fを兄聞きすることは．iIIIi期的な製1V,の改良や創造の蚊初のiK饗な一

段階である｣8-2)「新しいアイディアは，兄ること，喚ぐこと‘聞くこと－つま

りその場にいること－から唯まれる」s-3)とまで言い切っている．また‘その
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記述の中には「企業は顧客にたずねるべきではない｣s細「Ⅶ客は締難が足りな

いか．ものを見る11をもたないせいで．何が魁いのか．勝にＩIﾘが欠けているの

かを説明できないのかもしれない｣８－‘１１といったように．アンケートやグルー

プインタビューといった「ユーザにたずねる」ことを否定するような記述もあ

る．さらには，行動観察においては．多様なユーザのニーズに対する配慮をす

ること（左利きの人の身になる脈則）や，行動していみⅦ群の振る卿いだけで

なく，その「助機と感１１V」を推測することを提1V{している．ＩI)E()は「１１１:界雌

澗のデザインファーム」といわれ．そこでは画期的な商鹸が生まれている．ま

た，イj:動観察を含む一連のデザインプロセスにＤｅｅｐＤｉｖｅという御iiIを付け‘

この・迎のプロセスを総験するための企業向けのセミナーを行っていゐ．

また，イギリスのＲ()yaIC()lIe月ｅ()fＡｒ（（イギリスＩ対:盤術ﾉ<'γ3）が

InclusivcDcsignというデザイン手法のコンセプトを提案しておI)，火際に,断

|陥特や身障薪といったユーザに設計段階で参加してもらい．デザイナーがデザ

インを始める前にまずユーザの行動観察を行うことでさまざまな成功例を生み

llIしている'2!‘Ｒ()y211C()ⅡegeofAr(では，たとえば１年llllのプロジュク|､に

おいて．岐初の半年はデザインをせず．マーケット,洲従や行動剛察を通じて

のユーザニーズの調査に費やす．これはデザインの大学としては非常にIIIji期

的なアプローチである．RoyalＣ()llege()[Artが発行している１１ト物nllclusive

DCS砿11」においても，「Chapter24()b爵Ｇ１･vati()ｎｋ)l･inI1()wlti()１１」として行動棚

察にｌ厳を側いている．

2.2.2行動観察の種類

観察法は槻察ﾘｉ態で兇れぱ''1然観察法と実験的観察法に．観察形態（棚察将

と被脱察什の関係）で兄れぱ参加観察法と非参加仙察法に分けられる''】．

(1)観察事態による分類

(a）自然観察法（１章における直接観察法（自然の状況ドでの観察)）

たとえば，跡,}の柵理実態を洲在するにあたって，通'勝の,1M肌を行う時'111に

IiM代対象の鵬性の家を,MjIIllし.,洲珊をしていx》｣助Ｉｍを観察す為ﾉj法が骸ml1する．

このとき・観察荷は対象荷に何の注文や要望も出さず‘いつも辿りのｊ１ｊ１ｌ１を兄

せてもらうことになる．つまり．調理内容や調理方法．時間{llI限などの制約を
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まったく設けず,対象群が''1然な状態で行動するところを観察する方法である．

このj排介．Ｉ洲Ｊ１脚liに雨が降ってきて洗湘物を取り込むような'１１象があれば，そ

れも「洲理''1に起こる行動」として拙録されることになる．条件を統Iliﾘするこ

とができないので定堕化による仮説検証には向かないが．実態を正確に把握す

るのには向いている手法である．

(b）実験的観察法（１歳における1111:接観察法（ある条作ﾄ゙ での観察)）

たとえば，郁雄に媛炉がある条件とない条件で，人間の行動がどう述うかを

捉える実験が該当する．部屋にいる２人の対象者のうなずく凹数や会話の途切

れた時間，お:ﾉｌZいの間の距離などを行動内容として定景化し，暖炉のある部

屋の〃が人の親和性が上がる'3)ことなどを検証することができる．すなわち．

観察州M1で出なる似敬の蝋境条1'|:を投定することにより､それぞれの猟境で人

間がどう行動するかを定堕化する方法である．行動を定埜化することによって

仮説を検証することが可能である．

(2)観察形態による分類

(a）参加観察法

別名「参与測察」と呼ばれ，対象荷が観察荷のいることをはっきりと認職し

ている状態で観察を行う方法である．主婦の生活を観察する場合，買い物など

外出時の行動や食事など家庭内での行動をすべて共にするケースはこの参加観

察法に該､I↑するこのとき‘伽察''１に狐繁にインタビューを拠施するなど秋械

的に対象者と交流をしながらのj〃合は交流的観察と呼ばれる．また，逆に観察

者が対象者に対してほとんど話しかけず．透明人間のように扱ってもらうこと

でその存在を意識されないように行う場合は非交流観察と呼ばれる．

(b）非参加観察法

先に継げた暖炉典験で，暖炉を股慨した部膿にカメラを股慨し,別串でモニ

ターを通じて観察を実施するケースはこの非参加観察法に該ｊ１１する.すなわち，

ビデオなどを用いることで対象背が観察者を意識せずに、然に行動できる状況

を作って観察する場合をいう．マジックミラーを川いた部賊で行われているグ

ループインタビューを別の部ﾉ鋤､ら観察するのもこのJ1§参加仙察法といえる．
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2.2.3行動観察の有益性

アンケート，グループインタビュー,行動剛察といった手法はさまざまなマー

ケティング,IMI森において川いられてきたが・それぞれの緋性を典体的に比較し

た試みはほとんどない．そこで，’1ルIi縦のユーザ典ポツ噸抽出手法（アンケー

ト手法２稲類｜記述法と定推法|，グループインタビュー，行動観察）を，得

られる要求'1噸の抽出数．典休性レベル，オリジナリティやユーザによる価仙

緋価といった剛点から比恢を↑j:い，杵手法の緋11iを行った．対象は一般的な家

庭用機器であるガスコンロを逃ぴ，それぞれのＦ法を用いて,淵笠・ユーザ要求

事項抽出を行い．それぞれの手法によって得られたユーザ要求』ＩＩ項の評価iを通

じて衿手法の評111iを行ったＩ柵．

(1)方法

水禍壷にあたっては．表２．１に示す‘側企プランを１kてた．

嬰求ﾘ噸（

抽出手法

対象掴

洲先内群

嬰求剖町Ｉ

詐価

表２．１波察法の打益枕検証訓在のプラン

アンケート

ガスコンロユーザ：

主蝿120名

肥述法くニーズにIMj

すち111雛的な剛''１）

．ｌ§姉１００端

グループインタビュー

ガスコンロユーザ：

l；剛１２稲

ニーズに側するグ

ループインタビュー

･喫求JＩＩ項の抽川数

'ｊ↓体1'1:レベル

肌察法

ガスコンロユーザ

主蝿１２名

1）綱理行動．清掃

行動の観察．３

ポイントタスク

の解析

2）ニーズに側する

ヒアリング

･オリジナリティペ』ユーザーによる価仙,ﾄ価

それぞれの手法の災施方法について以ドに示す．

(a）記述法，定義法

lid述法と定推法は．アンケート１１M代により尖施した．ｉ氾述法は，仕様の改鮮

についてユーザに'11'擬仙述してもらうｆ法であI)，定:侭法は現ｲI;使っている機

器と理想の機器について定.腿してもらう．”ﾐであX》、１１M在の火施方法は以ドの

通りである．


