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・調梅方法郵送による送付，111収

．Ｉﾘﾘ稀対象３０代～６０代の:1ﾐﾘM}120渦（30代，４()代．５０代，６()代；符3(）

斜ずつ）

・抽出方法調査会社に登録している一般の主婦およびその友人に配布

・調在衷目

記述法：

・今後のガスコンロについて。「改良して欲しいな｣．「ここがこうなっていれ

ばいいな」と思う点はどこですか？

・今後のガスコンロについて，「あればいいな」と思う機能は何ですか？

定幾法：

「･Hf段使っているガスコンロ｣，「珊想のガスコンロ」について．それぞれを

同然者が定義．

（例）

「理想のガスコンロ」とは

） で（）で（）で（）で （ ） で す ‘

の括弧内に，坐本的に３個以上記述．

以上の手法により得られた要望をそれぞれの手法により得られた要求事項と

した．

(b）グループインタビュー

グループインタビューは，ユーザを数端ずつインタビュールームに集めて特

定の製品について会話してもらうことによりニーズを抽出する〃法であり．今

回の調森にあたってはなるべくオーソドックスなグループインタビュー手法を

用いた．，洲企の実施方法は以ドの通りである．

・洲企方法６端の･跡I}と司会特１糸，111:i肥ｌ橘をインタビュールームに災め‘

約２時間20分程度にわたってガスコンロについて意兄交換

・調森対象３０代～４０代の主婦６名と５０代～６０代の主婦６名の２グループ

・抽出方法，洲在会社に職録している一般の七姉およびその友人から「料理を

することが好きで，５年以Iﾉﾘに}肺入したガスコンロを使ってIl々料靭を作っ

ている主婦」を条件に抽川

・調査項目
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以下の‘1つを1､ビックにしてｎ曲討議

①ガスコンロの使川実態

２ガスコンロの使川促進典似肌背要閃

､』)澗理に対.する問題点とニーズ

１珊想の洲理作業，コンロとは

(c）行動観察

行肋剛察は．火際の機器使ﾉMシーンを観察することによ'〕・ニーズを抽lⅡす

るＦ法である．今何の調査では，ユーザの自宅に行ってガスコンロを仙川する

シーンのビデオ搬影を行った．調在の実施方法は以Fの通りである．

・IiMlｲ妨法それぞれの主婦の家にて・迦鮒liMj1I1を行うのと111じ時刻頃に'１'肘

ノヒ柵とＩ,,j脈の,ﾘMJIM行勤（食材の１１}し入れからNMJil1光ｒまで）を行ってもらい，

その行助内容をすべてビデオに雌影する料則の祁類は被験'fi.の''''11で，ソミ

験荷側からは指定しない．ただし，グリルはなるべく使うように折'J〈し，対

製荷,２人,i１，，人がグリルを使用した．洲皿終J妻後には，liMJ'抑'1の紳災なｲj：

肋について，その行助珊11をヒアリングした．

．,ﾘ蹄対象ガスコンロユーザ:主婦１２名(30代４０代５０代６()代:符３端）

、抽出方法調査会社に登録している一般の主婦およびその友人

、洲在頂、特徴的な調理行動内容．特異な行動内容・雌理な盗勢のｲj鵬・調

理このニーズ

・災求,Ｉ睡削,出方法観察II1に以下のような状況が生じたjtﾙ合．その状況をi肥

録しておき．調理行動完j参後にユーザにヒアリングを行うことで「その状況

における問題点は何か」「どのようにすればその問題を解決できるか」を明

硫化し，要求ﾘｆ頂として袖IlLた・

')ユーザが談操作を行った場合

②ユーザが体に負担の大きい姿勢を取った場合

③作業効率に影響を与えるような操作があった場合(無駄な繰り返し操作など）

..!)ユーザが柵皿に補助的な道具などを用いたjﾙ合

5)ユーザが,MlJI11I'１にｉＩｌ皿以外の1.1常行動（,州j1I1I1iにI:Ijが降ってきて洗柵物を入

れろ，／・どもが帰宅したときに会話するなど）があった｣ﾙ合

16､),iMjII1行助の現j勝になんらかの痕跡が残されていた場合（コンロの-部分が将
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に汚れているなど）

<７>ほかのユーザに比べて．そのユーザ特ｲfの行為があったj〃合

8>そのほか，理由のわからないユーザの行為や振る嫌いがあった場合

それぞれの手法により得られた要求串項にどの棚災の典体性があるのか，図

２２に示す判断基準を基に各要求事項の具体性レベル評価を行った．典体性の

レベルはBeinHニーズ（どうありたいか)．Ｄ〔)ingニーズ（伽をしたいか)，

IIavi叩ニーズ（どういうものを持ちたいか)，Ｓ()luIi()、（典休的な解決雄）の

大きく‘l段階に分かれる７１がDoingニーズをさらに３段階に分けることによ

'），「ＬＩﾉ価的欲求要求事項，２.状況要求ﾘf項，３.対象災ポリ噸．４.行為要求

‘1噸．５.抽象的ｲl:様要求耶虹‘６.典体的｛I:棟要求'1噸」の,１１．６段階に分頬した．

柵 繍……聴く…Ｉ今

ぞ…に↓｜それはどう鞭Iｌたいた駒川柳なう－ン
状況

腿求‘1噸繍維鰯I)｡i‘'蝦ｉｗ１１ｌ１を筑分よく付いたい

畔鋤…※…噛隠↓-↑誉I"…芯函－－
灘,噸綴"′愚除Doin“いつもきれいなｺﾝuを桃いたい

▲

け為

喫求111項

~~一~~~一~－－罰“一i諏睦､し…ユーザが巽隙の

槻諒離Doing汚れがついたうずく．にｻﾂとIIii,Ｉにと,)たい
〃あのニーズ ▲

臓讐･ｼｽﾃﾑ そのため'二▼｜それはどうしたいため
抽象的仕様

笠驚難Having拭くだけできれいになるｺﾝﾛが欲しい饗求堺項
半 諦▲

－＝－－－－－一一一一一一一一一一一一一一一一一一１－０－－－－－－－－一一一一一

ニーズを達成う．そのために＋それ臆どうしたいため典休的仕様るたM》の損器・
嬰求１町【システム側におSoIuIio【’カラス粥Nでフラットな災恢のコンロ

Ｉrろ典伸的な(I：

隊紫

図２．２要求1F項の典体性レベル

器Ｆ法によってi1ﾄられた喫求１Ｉ項について，Ｍ峨助機に'j,える膨抑をｌ()0人

の~剛l｝（30代，４()代．５０代，６０代：器２５抑を対象にアンケート‘１Ｍ光すみ

ことにより，仕様案のユーザ仙仙の尚さを評111iした．それぞれの要求１１町(につ

いて．「5.必ずrYう．'１.多分買う．３．rlうかもしれない，２.多分Ⅲわない.Ｌ絶
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対買わない」の５段階で評価してもらった．

(2)結果

２和随i以_'二の手法によって砿襖する内容の典求』１噸が郷られたケースを除い

たときの.それぞれの手法からのみ得られた要求ﾘf項の数,具体性レベル.ユー

ザ価値評価の平均値を表２．２に示す．

表２．２各記法からのみ枠られた腿求'lpIi

寵

§ 贋
⑪

それぞれの手法からのみ得られた要求ﾘ項の数は，，iLl述法がもっとも多かっ

た．行動観察では．ほかの下法では兄出すことができなかった喫求聯項が２３

個緋られた．また.典体性レベルはグループインタビューがもっともﾊﾞｆかつた．

ユーザ1Iii値は手法によりほとんど差はなかった．すなわち．行動観察は．１２０

人のユーザを対象にしたアンケートや．２グループによるグループインタ

ビューを実施しても得られない要求蛎頂が得られる手法であることがわかる．

また．対象稀人数､'ｉたりに得られる婆求耶項の数は４”ﾐ巾もっとも多い．

また，その要求小項の具体性やユーザ価値もほかの手法とIlilレベルである．得

られた要求事項の９１％が行為要求事項以上と具体性レベルが商かつたが，行

11W観察では機器を使用する場面でユーザと11‘〔接接するＦ法であり，それぞれの

腿求１Ｉ項についてなぜその要求ﾘi頑が必要なのか符剛:がＪ１|州できるため，１つ

の喫求ｿ噸からその上位概念（たとえば.対象典求1町〔に対する状況典求'１噸）

がlﾘl雌になる場合が多い．以上のことから．開発初jUlでの機器全体のコンセプ

トのjllI出に川い，さらに開発コンセプトがIﾘj雌化した後に佃々 のｲﾋ様詳細につ

いてj↓体的な喫求訓噸を得ることができる手法であると拶えられる．

水研究において比蚊を行った‘Iｲ1噸｛の要求ﾘ噸抽川手法について．杵Ｆ法の

特徴のまとめを表２．３に示す．

個数

ユーザ価値3.5以上の個数

具体性レベル（･､ド均）

ユーザlWilli（､F均）

記述法

8０

2７

5.0

３３

定推法

3２

1７

'1.0

3.6

グルイン

１１

5.5

3.3

行動槻粥

2３

'１，７

3.2



側正拠地の負荷

被験櫛側の負荷

側充IIWの拠地

秤助性

側ｲfの形態

(想起による／

災休を見て）

測椛荷の恐意

介入

聯徴

|M1題点

2.3行動観察調査の流れ

表２．３各手法の勝徴

1m述法

中

中

容妨

想起による

(爽休を兄ての

Ⅱ『能性もあり）

なし

政多く凡休的な

典求ﾘ噸を抽出

でき為

肥戦の愈味が不

|ﾘIな場合や仙川

文脈が叩解でき

ないjﾙ合が多い

定推法

111

大

容易

想起による

(実体を見ての

可能性もあり）

なし

ユーザ価値が

商く．機器の

コンセプトが

得られる

同答が難しい

ためユーザ側

の負111が非倣

に大きい

グループ

インタビュー

犬

小

困難

想起による

(実体を見ての

実地も可能）

あり

使川文脈が明

確になる

両Ｉ会者に商いス

キルと経験が必

媒とされる

2.3行動観察調査の流れ

行動捌察

小

小

蒋辿

実体を見て

あり

使用文脈が明硫

になり潜准的な

要求７１町iが得ら

れる

ユーザの特異な

行動を察知すぁ

スキルが必腿と

される

説

肌祭,１１Ｗfは皿常，「企lIlli股,汁→フィールド投定→観察尖施→仮脱川し→ビデ

オ解析→ＩＩｌｊ辿点の幣理→ソリューション開発→ソリューション評価」の流れで

災施されるそれぞれのステップについて説明する．

ステップｌ：企llIIi股,11.

①,IMI梯ll的の般定：．Iｆ州,I州lや洲企側のニーズをまとめた上で決定する

②柵先方法の決定：Ⅱ的に応じて手段・調査対象・人数を決める

ステップ２：フィールド設定（対象者のリクルート）

(lll的に合致した対蝶荷を典める

ステップ３：肌察拠施

<l>現場の観察

②ビデオ搬影
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３ヒアリング

ステップ･'：観察結果からlMl迦点の仮脱出し

①５側1mからの検討による仮説出し

②３ポイントタスク解析による仮説出し

ステップ５；ビデオ撮影結果の解析

(T:仮説に雌づいた行動（唆勢．時lIli・移助パターン．行動内群など）のカウン

ト

②定IIt化したデータの統計的分析

ステップ６：問題点の整理とレポーテイング

(r)実態（行動として起こっていること)，’''1迦点・ニーズ（そこから螺かれた

’''1MK点）をまとめる．

②カウントした結果のまとめ

ステップ７：ソリューション開発

ｉ問題点を解決するための方法をブレストなどにより提案する

ステップ８：ソリューションの‘洲ｌｉｉ

ｌソリューション案（モノ．方法，辿営Ｆ法など）を現｣tﾙに導入し，効果を確

認・評価する

これらのうち、必須のステップは以ドの５つであり．それ以外はオプショナ

ルなステップとなる．

ステップＩ：企lI1li設計

ステップ２：フィールド設定（対象将のリクルート）

ステップ３：観察実施

ステップ４：側察結果から'''1胆ＡＩ:の仮脱川し

ステップ６：間組ＪＩＫの盤｣０Mとレポーテイング

2.4行動観察調査の方法

観察,淵企‘ii･llIIi段階においては．１１M代のIＩ的を決定し，洲缶方法の検制･を行う．

観察調ｲfの場合は「仮説を検証する」ことも火､lｉだが，「仮説を出す」という

側而が強いため許仮説検証型ではない閥‘ffii的（例：○○の実態を調査し、要



2.4行動観察調査の方法 6m

求ﾘｉ項をⅢす）を設定するケースが多い．ユーザビリテイの分野では．被験荷

が５糊いれば．機器やシステムの使いやすさに関する'''１迦点の8596を抽川す

ることができる卿‘とされている．観察‘淵炎においても．’１１じ楓性の対象淵

について５名以上の観察対象者を確保することが多い．

また．観察調在の事前準備として以下の２点が非常に飛要である．

(a）フィールドの選択

洲在のI1的に合致したフィールドや調査対象群の選択をしないと．Ｉ洲従その

ものが恵味をなさなくなる可能性があり．この点は安易に妥協するべきではな

い．

(b）観察鯛査の着目点の整理

，ＷＷＩ§対磯となったフィールドや対象荷の偶性については．,lilWiに過』#文献や

アンケートルリ侭などの情報を集めることが亜要である１１Ⅷ'iI1i州を収災するIｌ

的は，観察訓襟における満目すべきポイントを出すためである．たとえば，家

ﾘIを伽祭するのであれば.｢家庭内１１故のリスク」｢家ﾘIの負拠｣｢家族との'１M係」

｢家'1fのやりがい」など，さまざまな剛点があるはずである．これらを'liIiIIに

)|卿lしておくことで．現場での観察がより効率的に進む．

気をつけなければいけないのは，過去の調査結果を兄ることによって‘その

結締を棚赤みにして先入観を持ってしまうことである．先入観を持つことは

伽祭IﾘﾘjIfから1Mｔかな結采を得ることにとって陳蒋にしかならない．たとえば‘

｢主姉の家族との関係のアンケート訓在結采」というデータがあったとして．

これを事前に見ることで「主婦と家族はこういう関係でいるはずだ」と先入槻

を持ってしまうと．現場で異なる実態があったとしても結果から排除してしま

う恐れがある．観察洲ｲfでは現場に入り込むのであるから，たとえ観察された

り域が過去の洲査結果と矛而していても．家庭の現場で起こっている突態を碓

確にとらえることを優先させることが必要である．

洲在にあたっては．ラポール（信頼関係）の搬築が亜要である．すなわち，

肌察対象汁と良好な人川側係を築き．偏頼関係を作ることがキーとなる．剛察

粁が仙察対象行にまったく|,棚iされていないと，警戒心から伽察対象群は通術

通りに行IMjしないIり．能性があるし，インタビューでも水汗を僻らない恐れがあ

る．「本升を謡っても人丈夫」「よく理解してもらおう」という鉱持ちが棚察対
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象荷側にあれば，調壷はより本質的なものとなる．そのためには，観察対象者

に洲在のj折をよく理解してもらうことが１K災である．また．観察対象荷の行

助に対して価値判断をして提示するということは避けなければならない．観察

対象者が，「自分の行動が何らかの価値雅準によって非雌される」と感じると

怖頼関係は損なわれるからである．このようにラポールを築くことは亜要であ

るが行き過ぎて観察肴が観察対象将とまったくlliI化し，スポークスマンのよ

うになるようなことは．これもまた避けなければならない．

また，観察実施にあたっては，フィールドノートをつけ，似察したりf実やイ

ンタビュー内容．そして気づき（ファインデイング）を列記する．

仙察結果から|川題点の仮説出しを行う，このとき．おもに人lIljI::、エスノ

グラフイ－，環境心F畔の３つの棚点からｲj:jﾘﾉのﾙ側〈を紙みる．

(1)人間工学

人間工学は，人間の特性や制約を知り，それを被Iil･やデザインに活川する学

M1である．人間にはさまざまな制約がある．たとえば人'''1はあまりにも亜いも

のは持てないし．速すぎ為炎示に111:かれた小さい文'i:は眺めないし，数字を蹄

組しようとしても知時間では数桁しか覚えられない．こういった人間の身体的

な特徴（スケール．形状．力．反応時間など）や．認知的な特徴（知覚，記憶

など）についての知兄を活用することで．人の行動を解釈できることが多い．

たとえば，観察対象考が何かミスをしたときには，そのときの盗勢やモノの)IＬ

え〃や肥憶負担など人間工学の知兄を柵用して，なぜそのミスが起きたのかを

解釈することができる．

また，企業の現場では，生産性の向上と側時にヒューマンエラー事故の防止

が強く求められている．これらの裸胆を解決するためには．従来の人lllj工学が

取り組んできた「人間の特性や(|ｉＩ約に応じたモノのi役!iI｡」だけでは限界が兄え

てきた．そのため，運用面のマネジメントを含めたマクロエルゴノミクスの観

点が亜要になってきた．たとえば．ノk産性の向上については局所的な雌適化よ

りも堆務全体の雌遮化の方が圧倒的に効果は大きい.災務プロセスだけでなく‘

汁メンバーへのモチベーションの!』･え〃や，巡‘断の〃針．といったマネジメン

トそのものが，業務の生産性向上に大きな影禅を.!j･えるとどえられる．また，

ヒューマンエラー事故についても.ルールが決められマニュアル化もなされて
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いるのにもかかわらず・災態に合わない1mがあるため欺似i的ではないが現場で

守られていないことによゐものが多い．これらを根本的にj聯決するためには．

ルールがｆｌ:られるためにはどのような対餓が必災か‘からスタートして，従業

貝11Mのコミュニケーションをいかに向上させるか，’11故を起こさない企業文化

をいかに築き上げるか．業務の進め方をいかに改神するか．などマクロエルゴ

ノミクスの観点が不I1j､欠だと考えられる．

ヒューマンエラー対雛も梁務ﾉl施性Ii1上も．作梁をしている人を観察し，発

見できた問題点を解決するという人lHjl良学技術による改縛は今後もfIt要とな

る．一方・行動観察を行えば行うほど．その肯後にある「なぜそういった状況

に陥ったのか」「なぜそのような判断を行ったのか」を知ることが,１t要になっ

てくる．このような「行肋に篭る珊11」には．作災併のモチベーション．モラ

ルから，業務の迎川方法．会社の文化まで，さまざまなレベルの班柄が影聯を

‘7．えていると考えられるがこれらに共通するのは業務のマネジメントといっ

た視点である．今後は従来の人ilII工学技術（マクロエルゴノミクスと対比す

る形で「ミクロエルゴノミクス」と呼ばれることがある）に加えて，マネジメ

ントの側Iniを含めて全体を雌適化するどえﾉﾉ（マクロエルゴノミクス）がより

重要になってくると考えられる．

(2)エスノグラフィー

エスノグラフイーは，社会学の分野でフィールドワークとも呼ばれていた側

企手法である．佐藤郁故（1992）によると．フィールドワークは以下のように

説明されている'６１．

「｢フィールドワーク」とは，参'j観察と呼ばれる手法を使った捌在を代表と

するような，，１Mくようとする出来ﾘＩが起こっているその「現助」（＝フィー

ルド）に身をおいてIIMlｲfを行う時の作梁（＝ワーク）・股をさす.」l‘･'１

「現地の生澗に瀞諭してその社会や文化について研究を行う洲在法は．のち

に参与観察とよばれるようになりました.」16-2）

もともとは瓜なる文化の人たちと災川''１１一緒に過ごし．行11Mjを観察するとｌｌｉｌ

時にインタビューすることによってその人たちの行肋械式や肌:w，文化を知る

ことをIＩ的とした学問である．人lHjの行助は，その人の排つliIli仙槻の表出であ

る場合が多い．たとえば，‐跡I}のﾉk活行11Wの観察iﾘﾘ在において．主婦がビール
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を飲みながら夕食を作っていたとする．その行動についてインタビューをする

ことによって，「ビールは．仰きながら家リトもがんばっているｎ分へのご艇)&」

であり．「家'１Ｉをがんばってもiiiも祥めてくれないので．Ｉ‘1分でI‘|分を排めて

いる」といったように行動の脊妓がわかる．さらには，「家』jiはI(Ii倒なだけで

達成感のない作業」というその人の価仙観まで把掘することができるⅢi仙棚

がわかれば，新しいサービスや鯉lV1の提案をしたときにその人が＃んでくれる

かどうかをああ穏度〕ち測することができるため，非附にｲ師な↑Iｿ柵となる．こ

のように，行動内容からその･iIﾃ錆やその人の価値観，さらにはそれぞれの巣卜１１

(例：家族，会社）独特の文化を知ることが敢要である．

(3)環境心理学

環塊心珊学は，物理猟境（光猟塊汗蝋塊熱環境，拠雑j蛤など）による

人間行動への影郷を知るための'y:間である．たとえば，峨炉のある部雌と暖ﾘｉ

のない部屋では，暖炉がある部雄の方が会話ははずみ，うなずく岡数が期え．

州予をよりポジティブに評価することがわかっている恥)．このように，人間

の行動は周洲の環境に影郷を受けているため，行助を解釈すおときには．こう

いった知兄を参考にする必典がある．たとえば，職宵が大きい部雌では人Ⅲlは

他人を助ける行動をあまり取らないことがわかっているので，ある工｡j叫場を

観察していて他人を助ける行助が少ない場合には，騒管を下げることが助け合

いを期やすためのもっともｲi効なソリューションであるかもしれない．

ビデオによる行動観察の手順

近年ではビデオ録画技術の発達により，安価かつ簡妨な装悩でプロ並みの鮮

明なmjlIIIillIIi像を得ることができるようになった．ここでは．ビデオ搬影とタス

ク分析を組み合わせた人間｣二'γ:的な行勤観察手法について述べる．

ビデオを用いた行動観察の手順を以ドに示す．

（手順l）行動場面のビデオ搬影：

対象とする行動場1mにおいて．人間の行動内容をビデオに搬影する．観察対

象の人|Ｈ１にヒアリングすることもある．

通常は．撮影者を兼ねた行動観察若が観察の場にカメラを役慨して．1.1にと

まった行動内容についてストップウオッチを用いて時間データとともに記録を
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2.4行動観察調査の方法

身体的適合性

人とシステムが身体的な1mで適合しているかどうか

位催関係捜猫すぉ部分の位洲Ｍ１係(問さ，奥行き‘傾斜)が適切であるか

ﾉJ学的INI、操作具を操作すあときの操作〃向と操作力が適切であるか
接触ｌｈｉ操作する部分が身体にフィットしているか

操作イメージ

わかりやすさ
見やすさ

作湘I#Ⅲ

休憩||h･'１１１
反応時Ⅲ

照明

空I側

その仙

組織

述川

人的喫lAI

頭脳的適合性

人とシステムが怖報的なIIliで適合しているかどうか

操作の乎噸がイメージしたものに適合しているか

使われている川,{‘や狼がかりがわかりやすいか
見る対象物の大きさ．｜ﾘlるさ．コントラスト．露出時Ⅲlが適切であるか

時間的適合性

人とシステムが時lljl的なIiiiで適合しているかどうか

作柴に適した疲れない作業時iIIIであるか

作業I|#lIIjに対して休憩時llljが適切であるか
機械に人力してから川ﾉjまでの||#'111が適切であるか

環境的適合性

人とシステムが環境的な而で適合しているかどうか

妓適な照度が碓保されているか

柵庇や湖度が堆適であ為か
職仔や恢1IMIなどが影騨を及ぼしていないか

運用的適合性

人とシステムが逆用的な面で適合しているかどうか

紺織内での1WfIlの流れやミッションが明瞭であるか

jWJl拠川郷に雌づいて巡１NされたI)．蹄Miの綱やﾙﾃ･ﾝｽｶ悩切であるか
人lllllKl係やモチベーションが適切であるか

図２．３人とシステムの５側Iｍｌ７

７１

このとき行動槻察粁は｢1身がその場の昧桝となって棚察対象の行勤の内祥

に変化を起こさないよう柵窓するべきである．態凶的に早めからビデオ録II1Iiを

行い，観察対象に「撮影されていること」に噛れてもらうと効果的である．

また，ビデオ様影してあれば，後でじっくりと観察することが可能なので，

観察者が現場にいて観察しているときには「こういう問題や不具合があるので

はないか」「こういう対莱がありうるのではないか」「こういう仮脱が成り立つ

のではないか」などの仮説抽出を行うべきである．行動観察実施場而における

仮説抽出のために留意するべき点は図２．３に示す身体．頭脳．時間．環境．運
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２章行動観察の方法と突侃

用の５つの側面であるL7》．

また●１歳の「１．７２ユーザとそのインタラクションについて観察する」の中

から以ド項１１をj11I川したので．これらを使ってｲj:lIiIl観察を行うと，仮説やアイ

ディアが得られやすい．

①誤操作，ミスをしそうになった事柄

②体に負担の大きい姿勢

③作業効》椎に影郷を'j､えるような行肋

④補助的な道典の使川

⑤目的行動を阻害する外界の事柄

⑥現場に残された痕跡

⑦そのユーザ特打の行為

③その他，理111のわからないユーザの行為

（手順2）ビデオ搬影結果の解析：

手順１で得られたビデオと仮説を蝶に．行動内容の詳細な分析を行う．仮説

から蒲1.Iするべき行動内容（滞住場所，作業内容，婆勢など）を抽出し，ビデ

オを繰り返し観察しながら．行動解析ソフトウェアを川いて行勤Iﾉ､j容を定Ilt化

する（図2.4)．

定量化する行動内容の例を次に示す．

Ｎｅｏ即応１０仲・”O化

1泊｡,１－_■－－㎡４

繕
制■ｈ４画吟｡■

行mlj附析ソフ１，０１)ＳＣＩ･vcr人〃仙ilm

慧篭行動内容〆
入力画面

斜

ゆ
動のコード行

凸蝿“６孟幽鼻
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q)助所移動パターン：どこからどこへ何度移動したか．どの行動パターンが一

併多いか．

②作業lnl数：どういう作梁を何度したか，もっとも多い作業は何か．

③淡勢継続時間：どういう姿勢をどれぐらいの時間取ったか，もっともつらそ

うな唆勢はどれか．

④上i肥データの組み合わせ:無理な淡勢を取るのはどこで何をしているときか．

（手順3）問題点・ニーズの抽111：

得られた行動データについて，タスク解析を行うことで．行動鵬Iiiiにおける

問題点，改稗案を抽川する．

特に手順２にて得られた端ｐするべき行動内容から．タスク解析を行う．た

とえばJ|§常に漉勢が悪いｲj:動が非‘肘に多ければ，そのシーンについて行mIjW祥

やjﾙ所などの状況を念頭においてタスク解析を行う．

タスク分析の記入用紙例を．表２．４に示す．まず，あるシーン（例：コンロ

のグリルを洗う）におけるあるタスク（例:グリルをﾘlき川す）を対象として，

IIllMI,ｌＭをllll川する．このときには，以ドにﾉjくす人'''1行1liljの３つのステップごと

に'''1辿点をlllI川するこの分析方法を３ポイントタスク分析と呼ぶ'8'．

・ステップｌ：傭報入手

人間は，視覚や聴覚などの知覚を駆使してまず周l〃1の怖報を人Ｆする．この

ときに手がかりが提ﾉされていない．↑l州iが紛らわしいなど11ＷMのI俄別が刷りｉＩ

であれば，Ｗ櫛の人手に問題が生じる．

・ステップ２：理解・判断

ステップｌにて知覚を通じて得られた生の怖報を．ユーザ''1身の記憶やメン

タルモデルと照らし合わせながら理解をし，脚分がどういう行励を起こすべき

であるかの11ﾘ断を行う．

このとき．人間は状況を誤解することや判断を誤ることがあるため．理解し

やすい怖報の提,ｆや理解を妨げるような負荷を取り除くことが必要となる．

・ステップ３：操作

ステップ２にて判断した'１１:について，身体を使って行動・操作を行う．この

とき．身体的な負荷が大きい，時間的な制約があるなどの問題があると，その

行1mj・操作をすることが困難となる．
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シ ー ン

タスク

２噺行動観譲の方法と尖例

表２４３ポイン|､タスク分析によゐ|川胆点hlIlll・解決縦拠梁

'１１１胆AMの｝'''111 解決蛾

梢椛入乎一 岸理解・判断 一彦操作

(サブタスク〉
手がかり．簡
潔性，倹磯性
(検索ｾﾋ存妨．
・覚ﾔﾋ．マッ

ピング．識別）

一貫性‘メン
クルモデル‘

1洲lの紗liii的
炎承，的硫な

身体的負ｲ11の
紙減，撒作感‘

現火的

解決染

近未来での

解決案
撚作の効Jド

IlMIi．，仙憶

身体的側、

頭脳的側1111

時間的側1ｍ

琉境的側而

巡〃I的側i、

また．問題点の抽出にあたっては．以上の３つのステップにおける検討とl《１

時に，前に述べた「人とシステムの５側liii（身体・航脳時Ⅲ１，猟境．迎川)」

における検討を行う．

そして．抽出されたⅢ題点について，解決雄を提案する．解決節を提案する

ときには．なるべくｗｉｌｄideaが出るよう．現実的解決案とともに，近未来で

の解決案（技術的にどんなことでもnJ能であると想定した上での解決案）の検

討も行うことが望ましい．

ＩＤＥＯのデザインプロセスであるＤｅｅｐＤｉｖｅは．その緒の通り．いったん

深く潜ってみて根本から考えることで新しいアイディアを得ようとするもので

ある，ステップが‘‘Understand”℃bserve.．“Visual肱e，．．‘Implcmcnt”など

に分けられてお|〕、このプロセスにおいては新しいアイディアを禅るために観

察を実施し、その後ブレーンストーミングが行われる．通州のブレーンストー

ミングと同様に，他者の批判は禁止され．アイディアの数を多く出すよう推奨

される．また．アイディアはなるべく簡易に図永化することが求められる．ア

イディアを数多く出した後はいくつかの案に収』〔させ、索ＩＩＬ<Wij易なプロトタ

イプを作る（ral〕ｉｄｐ１･ototyping）とともに，数コマの漫凹でプロトタイプの使

用場面をストーリーにして示す．
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2．５ 行動観察のサービスサイエンスへの応用

ここまで,おもに製砧開発を対象とした行動観察について述べた．本章では，

製品開発だけでなく、さまざまな異なる領域における行動観察技術の応川につ

いて述べる

大阪ガスでは，行励伽察技術をサービスサイエンスにwIIしている．サービ

スサイエンスは2002年,米IBMアルマデン研究所が提唱したもので，本来は，

ServiceSciences,ManagcmentandEngineering．略してサービスサイエンス

と呼ばれる．サービスサイエンスは「これまで勘と経験を頼りにしてきたサー

ビスという分野にｲＷ:的手法を猟人し生雌性を上げ，イノベーションを促進す

る学際的な学問領域」といわれている．サービスサイエンスは新しく発股途上

の学問であるが,今後のサービス産業の発展に滞与するものと期待されている．

・・股的なサービスの定侭は抽象的であるため，人阪ガスではサービス炎務に

雌づきサービスを表２.５のように定災した．

サービスの対象

サービスの場

サービスのⅡ的

表２．５大阪ガスのサービスの定義

大阪ガスの噸客

M1(群と大阪ガスの接点

(1)従柴Llとの擁点

②イベント会場での接点

③メディアでの接点

①ガス機器との接点

CＳ（顧客満足）向上

大阪ガスの従驚Ⅱ

従梁１１の非定ﾉ(1紫務

①オフイスワークの勅

,､&)献思決定の腸

鋤現珊作謝

EＳ（従業側満足）向上

サービスの対象樹は大阪ガスの肌容，および，大阪ガスの従業貝とした．

おのおののサービスの場と目的は以下のように定鞭した（図２．５参照)．

顧客サービスの場は顧客と大阪ガスとの４つの接点とした.（１）顧客と大阪

ガスの従業ｕとの接点（顧容宅での而対．コールセンターでの↑u話対応など)’

(2)大阪ガスが二剛|Ｉするイベント会jﾙや｝,l諭|iでの接点，（３）メディアでの接点

(インターネット，テレビ，新聞など)，（４）顧客が使川するガス機器との接点

である．顧客サービスの目的はＣＳ（顧客満足）向上に壱するものとした．
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図２．５大|血ガスにおけるサービスの場

従業員サービスの場は

業務の３つの場とした

これまでの情報化で対象となっていなかった非定咽

（１）オフイスワークの場（PC、携帯電話．社員ボー

ダルなどIＴ機器を使う場)．（２）意思決定の場（社内外との計ilIIi雌定や契約

交渉 など)．（３）作業現jル（ガス蝉柚；工111現j〃.プラント操作現｣排など）である

従業員サービスのlj的はＥＳ（従業貝満足）向上に盗するものとした．それぞ

れの応用分野での行動観察を．以下の観点でまとめた，

①行動場而（観察を実施する場所）

②観察対象（伽察の対象となる内群）

③改紳内容（観察紡果により改鮮される小柄）

の得られる効果 (観察を実施することにより得られるメリット）

２５． １顧客サービスサイエンス

MII客と大阪ガスとのサービスの接点は，（１）Ｍｊ(客と従梁貝との1m対･や心冊で

の接点，（２）家庭での顧客とガス機器との接点，（３）イベント会場や店舗での

顧客との接点．（４）インターネットなどメディアでの顧客との接点の４つであ

る，

介す

(1)

本蔽ではこの４つの顧客接点で取り組んだサービスサイエンスの実例を紺

る．

顧客と従業員との面対や電話での接点

サービス場面においては．顧客に対するサービス担当者の行動内容が願群満
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表２．６対紹場面のＣＳ向上の行動肌簾

肌察すあ場所 サービス狐地織とIWWfの折衝

岨察内群 サービス胆'Lilfの行動

･発画内容‘態喚，作粟内容

顧客の行動

･サービス担当者への反応

改蒋内容 サービス担､11皆の汽動

･廿職iiい、盗勢．制意'1噸

得られる効果 ．Ⅶ審澗足皮の向上

顧客の閉い込みによる売上の向上

･クレーム減少

7７

足度（CS）に人きな影聯を与える．

対附Iijﾙliiの棚察は●ノ11稲lIiやMK群の''1'七など．サービス)11,11粁とIiIii群が会柵す

る｣扮所で行う．このとき，サービス狐』11粁が順群に紙す内祥’111ﾘﾘ，態腿州

報の'Jくしﾉﾉｌ動き〃だけでなく，顧客の反応も観察し、間胆点の抽出とともに

よいサービスについてのノウハウを収集する．これにより.噸客iIMi足腿のIｲﾘ1:、

催い１１で兇たときの光上のlｲﾘﾋにつなげることができゐ，

適用事例

噸客が新規にガスを使う場合．作業貝が煎蒋宅を訪問しガスメーターの開怜

作業を行う．｜＃I栓作業時，顧客にガスメーター使川時の汰献１１噸などを脱Iﾘ』す

為．この脱明業務の改溌例を紹介する．

(a）開栓業務

①行動観察による調査

IMI(群満足度柵在の一環として．ｉ)M栓作業典統の111から無作為に抽出したサ

ンプルの１，m客に対して，開徐作業貝の態度や説Iﾘjのわか')やすさなどをIﾘﾘ在

した．結果‘開栓作業における顧客満足度の実紬については上級汁と''1級荷

とで策があみことがわかった．

１１級荷と'|'級稀で顧客満足度の蕊がAkじるljj(lkIをIﾘj脈にするため，ｉ二級将

および'１i級汁にl1il行し,|｝'１栓作業現jﾙを伽察すゐとともに.作郷Ｉの脱lﾘlトー

クを緑汗し，蹄！『データを収集した．

②洲在結果の分析



雁 ２斎行勤朋媒の方法と実例

表２．７機器・日附lWlニーズ探索の↑j:mlj仙察

仙粥すゐjﾙ研 京腿での機器・WXIIH,の仙川｣ﾙ1ｍ

脱察Ｗｆｆ Wi群の槻冊・側,V仙川||#のｲl:動内群

使い方‘仙川助Imのコンテキス!、

'''1胆のある行動など

改謹内容 機器・製,Wiの仕雛

(機能，デザイン．使いﾉﾉ拠案）

１１ﾄられろ効鵬 ･機冊，腿,YIの光上向上

砿群漁ﾉ“Iilj上

表２．８機器のユーザビリテイ改稗の行動観察

観察する場所 ユーザビリティラボ

槻策内容 操作,Ⅲ皿を'j･えたときのユーザの仰1111ﾉ､l存

･股操作・エラー

改審内容 ･操作インタフェース

(デザイン，操作手航機能）

得られる効采 機器の付加価値lhj上

・使川額庇の促進

｡Ⅲい合わせ対応コストの削減

収集した音声データをテキスト化し、テキストマイニング分析した．上級

将および中級将の比較分析の一例として，Ｉｉ１級･＃は上級汁に比べトーク中に

カタカナ語が出現する率がIWiいことがわかった．機器脱Iﾘ１場Iiiiでは約1.5Ｗf，

検査説明珊而では約３倍となる．カタカナ締の例は．アダプタ．フルネーム，

コントローラ．チェック，キャップである．特に商齢背の収容に対してはこ

れらのカタカナ語が多いことが説明のわかりにくい原閃の１つであると判断

した．

③ソリューション提案

機器説明や検森説明の場面で．カタカナ綿を多用せずわか｛)やすく説明す

るポイントをまとめた．

(2)家庭での顧客とガス機器との接点

新たな家庭川機器の開発においては．１１常での機器他jllに|則するニーズhIl川

やユーザピリテイ設計はMK客満足度に影郷を与える．

家庭用機器に限らず．歯ブラシや洗剤など．１１川品などの製胎においてもそ
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の使川場1ｍを行mIj観察することで突使川における問題点を抽出し，デザインや

機能を改紳すあことでIlijﾙにおける競‘ＷＪをつけることができる．

ユーザピリテイ改岬のためのユーザビリテイテストは．通常はユーザビリ

テイラポという災験宰で行われる．ユーザビリテイラボはグループインタ

ビューを行う部腿のように，外から部腿の中の実験参加者を見ることができる

ようになっていることが多い．そこで対禦機器を爽験参加荷に提示して操作裸

皿を'y､え‘実験参加新の操作内群を観察し、どの手順でどのような操作Illj述い

をするのか，その'1M述いはどのような理由によるものか．などの問題点を抽出

する．これにより．操作インタフェースを改善し使いやすさを向上すること

でIIijルにおけ為価仙をIi1j上させる．

伽齢化祉会を迎えてユーザビリテイの向上はよ')大きな撚胆となっている．

また，ユーザビリテイが改紳されれば．ユーザからメーカへの問い合わせの対

応コストも削減できる．

適用郡例

ここでは．ＭＨ群が家庭でガス機器をどのように使っているかという人間系

サービスデータを取得し‘新しいガス機器の開発とガス機器の使いやすさの向

上に取り組んだ例を縦('fする．

(a）ガス機器の使いやすさ向上

水瓜ではユーザピリテイ改縛に収り組んだ４１例を細介する．

①行1mj棚察によるIiMff

近ｲl§・床眼腸システムは牒及しつつあるが．床暖房リモコンの操作は難しい

という'111皿ﾉMがあった．そこでＭ}や,柵}|州の被験荷に対しマニュアルなしで

｢床暇〃リモコンのi肌幽ﾘﾘ鵬を行う」「タイマー巡!Ⅲ:を般定する」などの操作糾

辿をIj･え，リモコンを操作すみ行動を観察した．

②洲在結果の分析

従来1V,リモコンではマニュアルなしでilA脳棚節できた人は52％・タイマー

迎帳I没だができた人は１０％しかいなかった．映像データを分析したところ，

従来1V!リモコンは洲皮を上ドするボタンと時刻を上下するボタンが兼用されて

おり．温度と時刻のモード切り粋えスイッチを操作する必要があるため，温度



訓０ ２鼠行動眼祭の方法と実侃

Iﾘﾘ節の途中で時刻モードに入ってし

まうと洲度I洲節が述成できないこと

がわかった．

③ソリューション提案

そこで・撒皮洲節ボタンと時刻調

節ボタンを別にし，タイマー予約に

ついても手順がTI:感的に理解できる

改良肺を1M発して111様の牒題を与え

たところ･温度捌節は１００%,タイ

マーゾ約は733％の人が肌題達成で

きた19)．災際にこの床咽房リモコ
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ンを商,Ｙ１化した（図２．６参照)．図2.6改善後の床暖房リモコン

本頂では新商ＩＹ１ｌＭ１発に取り組んで

いる１１例を紺介する．

(1)行動伽察による1V１代

55111:怖のM1(容宅をIMi間し‘キッ

チン‘バスルーム．リピングルーム

などでのMli(杵行』lillを伽察するととも

にビデオ搬形し，約１７()'1州Iの映像図2.7キッチンでの洲理行動データの例

データを収典した（図２．７参照)．

キッチンでのI洲珊の惚態を把握するために，符年代の主婦について・夕食の

iVIMlから科J''1充成までの映像データを収典した．またワーキングマザーのﾉk油

災態を把搬するために，剛11}の終11ｲj:動の観察,捌企を実施した．家庭内での冊

除洗柵などの家'1ｉ，ｆどもとのコミュニケーションなどとともに，買い物．

ｆどもの判い聯への送り迎えなど外出先での行動も観察調査した．

家庭内では映像データと観察メモを外出先では観察メモを取得した．観察

後にはインタビュー,捌在を行い，行励の恥11やその人の価仙観を把握し，観察

メモを補完するデータを取得した．

②調企結果の分析


