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分析の１例として．新しいガスコンロの開発の例を紹介する．調理行動デー

タを分析することにより，約800個のファインデイングを抽出した．これらの

中から実現性などで評価し，２０個の1K要なフフ･インデイングを選択した．

行動観察手法を用いて，ワーキングマザ一（子どもを育てながら働いている

主婦）の生活ニーズ調査を実施した．共鋤きの'1蹄は呼業主婦世帯より多く

なっており，共働きの主ﾊﾙが家､１１:にかけられる時'１１１は蝋業i畠姉の半分ぐらいし

かない．ワーキングマザ－１０満について．｛|:ﾘｆの後や体1.1に５時lNj～１２時間

をともに過ごし，家諜や買い物などI｣‘勝行11リノにすべて|,ﾘｲﾙ，行動観察やイン

タビューを実施した．その結果，ワーキングマザ一のニーズは，以下の５つに

分揃されみことがわかった．

l）家'肌をもっと楽にしたい

仕狐家１f，育児と，体ﾉJ的に非常に厳しいが'1を送られており，便利な地

気・ガス機器は既に導入しているものの，さらに家ﾘを楽にしたいニーズは非

常に独い、

2）「･どもと一縦に過ごしたい

ワーキングマザ－の親の世代は聯業主姉だったというケースが多いため,｢子

どもと一緒にいてあげられる時間が少ない」ことに引け{}を感じている．

3）個人として認められたい

どれだけ頑張って家堺をしても達成感がない．個人として卜l:会的に認められ

たい，という思いを強く持っている．

．！）子どもの安全を確保したい

子どもが妙な犯罪に巻き込まれることを非常に心配している．

5）１Ｍ肋､に快適に煤らしたい

より1Mｔかに蝶らしたい，という恩いを排っている．

以上のような唯添実態や潜在ニーズを把侃し，先予を打つ形でサービスを允

爽させることが今後より求められると考えられる．

③ソリューション提案

lIt要なファインデイングをＪ峰にガスコンロのデザイン案を作成した．域I}を

染めたグループインタビュー評価などを行い，雌終プロトタイプ開発まで完ｒ

した．
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今回抽出したファインディングは従来アンケートで取得してきた顕在的ニー

ズではなく満な的ニーズであるため．新しいガス機器やサービスの開発アイ

ディアの索施といえる.また.映像データそのものも多様な|I的のためのﾉ6デー

タとなるため蛍砿である．たとえば柵理映像データはガスコンロ．食器洗い雌

燥機やシステムキッチンなどの機淵淵発だけでなく，調理器共‘食材の形状や

パツケージングなどの改仰にも使える．

(3)イベント会場や店舗での順客との接点

PacoUI1del･hillによる『H(》ｗＷＣＢｕｙｌ鋤)には.デパートやショップ．ドラッ

グストアなどの店帥における服祥の行動特性を把握し，いかにコントロールし

て売上の高い店を作るか．のノウハウが紹介されている．このノウハウを柵る

ために，Pac()UI1dorhi1l氏はⅡ諭|iにおけるⅦ客の行動をビデオに倣って繰り返

し見るとともに．Ⅷ群にヒアリング洲盗を行っている．

表２．９店舗の光上向上の行動浬察

観察するjﾙﾙ『

観察1人I群

改稗内容

縛られる効果

1,1糊

・デパート．コンビニエンスストア

・スーパー銭iル

・イベント

＃洲i内での顧客の行動

Mj解の１１;性．同行杵の有無

･行1mIパターン，鵬行スピード

‘IWilliAをｆにとるか，どのh，州Ｉをみるか

･店１１とのインタラクション

･光り勘のレイアウト，商品配置

店貝の接客オペレーション

･店価の光ｋ向上

･lWi審澗足幽Ｉｌｊ上

店舗での行動観察は，セキュリティ用のカメラなどを通じてビデオ搬影を

行って顧客の移動パターンや移助スピード．どの商品を手にとるか．鵬示物な

どのうちどの怖洲を),Lるか，などのデータを取る’１'fl時に，JM在11は〃洲iのＩｌｌ

にいてI肥録を収I)，’'１能であればM1(祥に「{１１を岡うつもI)で来たか」「Ａとい

う商IYIを選んでＢというIIW1V1を選ばなかったのはなぜか」といった､1F柵につ

いてヒアリングを行う．イ¥られたデータから人間の行動特性を拶脳に入れて光
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分析のｌ例として腿′Jﾐ方法による滞制時間の速いと．願客勤線の改稗ﾘ例を

述べる．

イベント会場で人の流れの〃向に沿ってポスターが展示されている場所で．

観莱植物が股いてあり水陸になっているスペースでは，木陰になっていない皿

'肘の辿路スペースに比べて２併以l:の滞淵時|H1があることがわかった(図2.8)．

通路ｽぺｰｽでは,人の流れに押されてゆっくりと展示を見ることが州雌であ

るのに対して，木陰では棚難械物が１１隠しとなるために人の流れを気にせずに

I)場のレイアウトや商1V,の配liftを改沸し‘

店舗の売上向上を似lる．

適用事例

顧客を招待するイベントを観察し、改押

した馴例を報杵する．さらに，スーパー銭

湯と一般に呼ばれる〃荊liを観察し，改蕃し

た事例を報告する．

(a）顧客を対象としたイベント

(1)行肋伽察によおIﾘﾙ1代

顧客を招待し機器をＰＲするイベント会

場を複数訪問し人の流れや行動パターン．

顧客と説明貝のインタラクションを観察した

②調盗結果の分析
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じっくりと見ることができるためと考えられる（図2.9)．

また，あるイベント会jﾙは円形をしており．、'1初，Ⅶ客の助線は会場人1.1か

ら左191りすることを噸IxIして鵬,Jミレイアウトを股i汁した．初'１の映像データか

ら顧客の動線を分析したところ，４０％しか左回りしていないことがわかった．

③ソリューション提案

初11のイベント終｣参後，肋線がI』I然と副111りになるよう展小〃法の改灘を

行った．翌'1のイベントでは80％の刷客の動線を/hiIII1I)に変えることができ

た．これ以外の改膨として．商品閲覧＊を尚くする鵬示方法，説得力のある説

明手法などのノウハウを抽出した．これらイベントノウハウをデータベース化

し、イベント狐､１１苫lIIlで情報共有できるイントラネットを開発した．

(b）スーパー銭湯

①行動観察による洲在

レストランやマッサージ施設．散髪施設などを併般したスーパー銭湯の店舗

に211間洲ｲlﾖし，以下の内容について観察洲炎を火施した．

．｝11洲i蝋境：物iIl蝋境や物の畑i'iと，お客さまの行1mjの関係

・お客さまとスタッフのインタラクシヨン：受け付け，ハI諭|i内などでの応対

・腔示物の閲覧機会：お群さまの行動文脈と展示の関係

②調迩結果の分析

分析のｌ例として展示物の改縛りI例を述べる．

スーパー級iﾙのA1iIﾉjには飲食やマッサージなどについての多くの展示物が

あった．しかし．その鵬示は思ったよりも見られていなかった．

③ソリューション提案

lI1ilﾉjの鵬,物の側随機会につい

て，お符さまのｲl:動のコンテキスト

から見直しをｲ｣:った．すなわち，そ

れぞれの展示について．人浴前に見

る腿示，入浴''1に兄る鵬示．人浴後

に兄る鵬示に分類するとともに，そ

のときのお客さまの状況（時間に余

裕がない／時間に余裕がある．裸で

-－

図２．１０店舗観察風景
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表２．１０業務効率改善の行動観察

i,フイス

'銀行．一般ﾘト務所

祉災の行動

･行動パターン
･作業効率

・オフィスのレイアウト

･業務のオペレーション

･作業効率の向上

・コストダウン

･狐業時1111の削減

飲食店抑

･レストラン．フフ･一ストフード店

,JMI理助やフロブでの作業貝．お客

様の行動

･作業乎爪

･作業効率

.,卿ﾘﾘﾙのレイアウト

｡,卿１Ｍ手｝肌，ﾘﾘJ1lWm器の操作〃法

･フロアでのオペレーション

･作業効率のｌ

･料理の品質Ｉ

･顧客満足庇１

剛上

旬上

ilj上

';僧

ある／薪衣状態である）に応じた股示方法に変更を行った．その結果，ある飲

み物の売ｋが約59％向上した．

2.5.2従業員サービスサイエンス

本節では大阪ガスにおける従業ｕサービスサイエンスの尖例を紺介する．

従業員向けのサービスのj射は．（１）オフイスワーク．バックヤード。（２）現

場作業。（３）意思決定，の３つの非定型業務の場である．

(1)オフィスワーク，バックヤード

業務においては，さまざまな業務の進め方や段取りが効＊にﾉくきな影郷を与

える．

業務効率改稚のための行動観察は，ファーストフード店のキッチンや．銀行

などのオフィスにおいて．それぞれキッチンでの従紫貝の,淵理手順や効率，行

典の行動パターンや効率を慨察し‘効率の改藤をl此Ifする卿AIを抽出する．そ

してキッチンでは洲ＪＷﾙのレイアウトや調瑚手順洲珊機器の操作方法を改善

し、オフィスではオフィスのレイアウトや業務のオペレーションを改稗するこ

とで，作業効率のliljl:やコストダウン，ダ児業時|川のIljIl減をlxlる．

(2)現場作業

業務用作業現jﾙやプラントにおいては，作業貝やオペレータのヒューマンエ

ラーが事故につながる恐れがある．これまでは，過去のりf故ﾘＩ例の分析や．上
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表２．１１１：布現場．プラントの耶故リスク抽出の行動観察

仙察するjﾙ研 発価プラント

･発髄所

観察'熔 オペレーターの行動

行動パターン

縦操作内容

改iWWff ･操作インタフェース

プラントのレイアウト

得られる効果 ・ヒューマンエラー防止によ

る堺故のリスク減少

乗務川作業現場

･処錐現jル

'''1動１１[I:場

作業典の行動

･作業姿勢

･作推効率

･辿股手剛

･ライン操作のシステム

･向上のﾚｲｱｳﾄ

･作業効率の向上

･労働肴災審の減少

ヤリハッl､の分析により，llf故のリスクをｲ'11川してきたが，今後は行助iWl察が

有効な手法になるものと衿えられる．

プラントや業務用作梁現場では．それぞれコントロールルームや作業現jﾋﾙに

カメラを排ち込み‘オペレータや作業Llの行動パターンや危険行動を''1心にiKM

察を行う．プラントでは操作インタフェースやプラントのレイアウトを政排し‘

業務用作業現場では作業手順や使用する装悩の改縛を行い，ヒューマンエラー

防止による聯故のリスクを減少させる．

大阪ガスには多岐にわたる現場作業がある．たとえば顧客宅でのガス般術の

取り付けおよび係'､j:作業．ガス導杵の斯股および保守作業，Ｉ:jﾙでのプラント

の辿'肱保′,):などである．現助での安全性および/lﾐﾉ雌性を向上させるさまざまな

サービスに収り組んでいる．ここではガス蝉併l:ﾘｉの安全性向上の取り細みを

紹介する．

適用事例

(a）導管工事

①行動観察による調査

大阪ガスでは騨管ｴﾘＩ現場での聯故

をゼロにするi付助を行っている．従来

から４１故のlIj:発防止縦やヒヤリハット

楕報を基に従推貝を教育する仕組みは 図２．１１ガス導誉工事現場のiII'i像例
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３章観察法によるユーザ要求事項の把握

近年，岨11A開発において「使いやすさ」や「わかりやすさ」が価従来の製品

性能や機能と同じくらいに飛要視されるようになってきた．たとえば．家電製

胎やlFIl1jIV1などでは，これまでのような「△△'|k能が向上いたしました｣，「○

○機能が僻lliRされました」に加えて．「使いやすくなりました」「ユニバーサル

デザイン」とカタログやＣＭでも大きく取り上げられるようになってきた．

このような流れの背景には．製品開発・マーケティング艇制･において．性能

や機能だけでは差別化できなくなってきたことに加え，製砧の機能が従来より

も襖雑になるにつれて．その搬能を使いこなすためのユーザへの配噸が必要に

なってきたこと，さらに，本格的な少/･iWi齢化やiWiまる消磯勝意識への対応が

問われる時代になってきたことも準げられる．いずれにせよ，今後の製品開発

においては,この「仙いやすさ」や「わかりやすさ」が砿要な喫囚の１つとなっ

てきていることは杏めない．

一方、本,'ドのタイトルである「ヒットI締i1I」という視点からは，愈外にこの

｢使いやすさ」や｢わかりやすさ」という災閃は忘れられがちである．たとえば．

企業の製舶企両･マーケティング部門において,「ヒット商品」となるための「売

れるデザイン」とは．「かっこいいデザイン」「〃補lliでＩＩｌｆつデザイン」とほと

んどI‘iIじ葱味である．Ｗ実，「使いやすいデザイン」が，必ずしも「売れるデ

ザイン」ではないjﾙ合が多い．しかし，一般に．商品がヒットして売れれば売

れるほど.より多くのユーザから.その商船の使い勝Ｆやわかりやすさ（マニュ

アルを含む）に関する問題がﾙ;咽によるトラブルについてのクレームやiIIlい合

わせが｣Wえる．このように考え為と，今や「ヒット|州,」の側発における「仙

いやすさ」や「わかりやすさ」の品質は．｜-分条件ではないにしても必要条件

であることには間述いない.そして.この必要条件を満たすためには,まず｢ユー

ザがどのような使い方をするのか？」「ユーザがこの腿,１Aにｲ１１を求めているの

か？」などの．いわゆるユーザ災求11:項を的確に把掘・分析し‘それらを製紬

やシステムに確実にⅨ映させていくことがｲ<可欠である．

そこで．本章では．製品の「使いやすさ」「わかりやすさ」について配慮す
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ることも念煎に，行動観察やほかのｆ法によるユーザ要求ﾘｉ項の把握およびそ

の結巣の鯉IHIへの適川ﾉj法について‘いくつかの『Ⅲ例をWiまえて紹介したい．

3.1 ユーザ要求事項とは

ここでは，ユーザ要求11噸とは何かを含めて．ほかの雄と砿複する部分もあ

るが，観察l:'､j』:とユーザ災求'1噸との側係について述べみ，

3.1.1ユーザ要求事項とは

「使いやすさ」「わか')やすさ」は，ヒットＩＷＷＩにおける必要条件であり，ま

た，その必嬰条|'|:を満たすためには，ユーザの災求ﾘ噸を的確に把搬･分析し，

製州に実現する必要があると先に述べた．

では，このユーザ要求ＤＩＩ項とは何か？

ユーザ要求11f項（ユーザリクアイアメント：userrequirement）とは．文字

辿りユーザが腿1V,やシステムに対して求める'1Ｗjであるというだけでなく，腿

111'１にlKlする,抑'1題の解決案を含めて腿!砧コンセプトに収I)込まれるべきものと

定鎚されているＩ・ユーザ要求出現は．製肋やシステムの機能としての要求事

頃と．それらが術えるべき性質としての非機能な笈求ﾖ珂iに分けて考えること

ができる2'．たとえば,デジタルカメラで尚IllIiWiな肋liIIi肥録機能を求めるのは．

機能としての要求事項であるが．デジタルカメラにおしゃれなデザインを求め

るのは非機能な要求事項である．しかし，実際にはこのように機能・非機能を

厳密に分けて考えることができない場合も多い．たとえば，家電製1V!などで使

われる光るボタンは，鵬いところでもユーザがボタンを腿知することができる

という機能に加え，イルミネーションが災しい・かっこいいなどのJ1§機能な災

求蛎項でもある．これらのことから．以降，ユーザ要求１１噸においては，特に

機能・非機能を区別することなく取り扱う．

3.1.2観察の必要性

ユーザ要求１f項を把撮するには，まず，製1W,やシステムを取り巻く関係帝を

含めたユーザの中から．ターケットとするユーザを特定し、そのユーザが求め



３１ユーザ要求覗助とは 9K

る理想の製品像や利用形態，サービスなどについての怖報を収集する必要があ

る．

一般に，これらの1.,'州iを収災すゐﾉj法として．特に馴肌j的な知仙も必要とせ

ず，ユーザからの葱見や情報が縛られる手法としてアンケート調炎やインタ

ビューがよく用いられる．しかし，アンケートI澗査の場合，質問項Ⅱの瞳に制

限があるｋ、衝'''1刺|から外れた内容については怖洲がi1｝られないことや．文

雌やﾉI職において娯解や側人の１１肌による焔災が唯じていても気づかない場合

がある．また，インタビューも含めて．「何かお気づきの点があれば教えてく

ださい」などの総合的な質問については．ユーザが同鮮時に失念している場合

や，ユーザ自身が鵬意識のうちに行動していて．その行動や製品のＩＭＩ題点に気

づかない吻合もある．加えて，側M1代に対して‘典而11に''ＩＩ群するかしないかは

ユーザの漉戦に委ねられていることや．’III群にはユーザの個人的な||,j1,1Lも含ま

れることを考慮すれば．これらアンケート捌企やインタビューから得られる情

報には限界がある．

・・.〃，これらに対して．あゐいはこれらを袖光するＦ法としては，仙祭法が

ある．観察法は，従来‘心理学や人類学，４§態学などの分野で．おもに人間や

動物における行動特性やその背後に存在する文化的な背跳思想などを調査す

るのに川いられてきた．しかし，近年，蝿1V,やシステムの1%1発にあたって，そ

の問題点やユーザの行助を把搬するために．フィールド槻察やユーザビリティ

ラボ3)におけるビデオ肌察などが行われるようになってきた．これらの剛察は，

先述のアンケートI洲在やインタビューに比べて，ありのままのユーザを観察す

ることにより‘ユーザ自身が気づかない狸1WIやシステムの問題点や要求事項を

把握することがⅡj能となる．また・熟練した観察荷による剛察では.１人のユー

ザからでも．非常に多くのユーザ災求ﾘ叩のlllI川がI1j能となる．それら棚察か

ら得られる要求'}噸は，アンケート調査やインタビューで得られるデータとは

違い，股計者やデザイナーが予測できないような問題点や喫求事衷を含んでい

るjﾙ合も多い．

一〃で‘微察法も〃能ではない．まず、肌祭の結果が観察者や分析荷のス

キルや縦った主観，推論に依存してしまうことがある．また．観察からだけで

は．ユーザの心理的な状態や行勅の真意などについて砿確な情報が得られない
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場合もある．たとえば観察の結果ユーザが製品やシステムをまったく問題

なく使川Iし‘｜l的を述成した吻合，伽察･荷はその蝋,H1やシステムには僻にI川皿

点がないと'ﾘ断するかもしれない．しかし，行助の観察に加えて．頭に思いつ

くＩ.↑業を行動と何時にﾉ蹄に出してもらう手法である発話思勝法''5)などを併用

すると.ユーザの通志と行助が必ずしも一致しないことが判lﾘＩする場合がある．

笈際．我々の11術生活でも「そういうつもりで行肋したのではなかったが．結

果的にはうまくいった」というようなことがよく起こる．

以lL、アンケート澗従やインタビューと観察法における僻徴について荊及し

たが．筆者''1身は．これらを開発する製品やシステムによって．あるいは．調

代したい内容やさまざまなilill限を,ど雌して，適:111:使い分けや補完する形でそれ

ぞれのメリットを沼かしてjljいるのがｲﾘ雌と勝えあ．

3.1.3製品開発への活用

慨然法やアンケート洲在,インタビューによって得られたユーザ要求'ＩＩ項は，

その製品やシステムの側発コンセプトに取り入れ，かつ‘災際の製舶やシステ

ムに典現化していく必典がある．そのためには．似iYI企Illliからデザインおよび

その評価までの一貫したＭｌ発プロセスが必斐となる．また．製品企画部門から

技術部門，マーケティング部門までを含めて製品に郷わるすべての部I1Ilにおい

てWi報の典ｲiや洲1膿が必'腿である．そこで，これらの条('|:を洲たすためのｲj､効

な製IWI開発プロセス･手法の１つとして，ＩIDT（HumanDcsigllTechn()l《)gy)】〉

がある．

ＩID'rは．人lIIjliI心設iil･のプロセス・手法の１つであり，「人間に関す為諦傭

州（ﾉk理．心理，認知．行動など）をデザイン要|'|:に変換し、製品の企llIjiから

デザイン．ｉ洲Iiまでのプロセスに｝又映させ，人間優先の魅力ある商,VI作りに寄

与する技術である｣と定鎚されている!'．ＨＤＴにおいては,表3.1に示す６ステッ

プのプロセスおよび手法により．製品やシステムにおけるユーザ要求堺項の把

搬からその論Jl1的かつIﾘ1,的な実現に加え．そのIiWiI1iまでを行うものである．

仙察_'二学という拠点からは，特に，ユーザニーズ収典ステップにおけ為１１'〔接

観察および３ポイントタスク分析が．ユーザ要求ﾘj項の把握を行う祇法として

亜甥である．



3.1ユー'ザ要求事項とは

表３．１ＨＤＴによる型品開発プロセス

ステップ

(1)ユー･ﾘ:ニーズ収典

ステップ

(2)状況把握ステップ

(3)狸１ＭコンセプトNｉ

築ステップ

(4)デザイン（総合化）

ステップ

(5)デザイン辞価ステッ

プ

(6)雌人後使用実態,淵

従ステップ

手法

直接観察

IIＭＩ（ヒューマンマシンインタフェース）の５側而（身

体・頭脳・時Ⅲl・環境・巡川)，ユーザの行動した換跡，

操作・行動の手がかり．識別性および操作・行動に対す

る制約条件に旅lｌしたユーザ喫求邪項の抽川

３ポイントタスク分析

ユーザが行うであろうタスクを附州1人Ｆ」「｣'lUW･'１１'1断」
｢操作」の３つの観点から分櫛することによるユーザ要

求１F項の抽出

ポジショニング

既存製品などがユーザにどのように認撤されているのか

塊状分析および腿,W1lIM花におけるターケットのIﾘI硫化

柵造化コンセプトの柵築

ユーザ要求ﾘ町(の僻造化によあ製Ｉ品コンセプトの撒築

可視化案作成

製品コンセプトから個々のユーザ笈求叩町(に対･しての可

悦化案の作成およびそれらの統合によるデザイン案の柵

錐

デザイン案の有効性の検旺

デザイン案がコンセプト・｛l:棟に適介しているか

くVCrincati〔)､）および製茄として実際に打効であるか

(Validation）の倹証

アンケート飼盃など

IWiIWi化したj〃合に，実際のユーザに対すあ仙川災態の,淵

fii

e隊

直接観察では．ＨＭＩ（ヒューマンマシンインタフェース）の５側而（身体・

眼脳・'1抑'1．環境・迎jll）やユーザが狐,VIにj地た行動の痕跡‘抑作や行肋を

するにあたっての手がかり，搬別性および操作・ｉｊ:１１ﾘﾉに対する鯉11,やシステム

の制約条件に注Ｈし．ユーザと製品とのインタラクション（柵販作用)．ユー

ザおよび製1冊の観察を行う．なお．ユーザと製,Ｈｈのインタラクションは，実際

には環境．||#|H1・迎ｊｌｊ的側IIIiを包折した形で発ﾉkするため．これらの側而に変

化があれば．１１１時に観察されあ結果にも変化が生じることを，あらかじめ念皿

に侭いておく必要がある．

また．３ポイントタスク分析は．ユーザが製,H1やシステムを仙川する際のす
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べてのタスク（作業・操作）について，人間の怖撒処理プロセスである「情報

人Ｆ」（知覚)，「ｊ１Ｍｆ．ＷﾘllJi:」（偲知）および「操作」（行肋）の３つのポイン

ト（視点）から分析し’ユーザ婆求]Ｍｉを抽出する手法である．そのことから．

3ポイントタスク分析は．iIIf接観察と相互補完の関係であるともいえる．たと

えば．直接観察を行う前に３ポイントタスク分析を行えば，1111:接観察における

観察のポイントが明確になるであろうし，また，’'１１[接観察の後に３ポイントタ

スク分析を行った場合は，’''1:接観察で僻られた納果について．さらに体系的に

把搬することがIIJ能となる．

ユーザニーズ収集ステップで得られたユーザ要求事項は．製品やシステムに

よっては非附に多くなることもあるので，次の状況把握ステップで得られた分

析紬ＭＬや鯉IⅧⅡ発におけ為ターケットも巻噸しながら，製,V1コンセプト柵築ス

テップにおいて．これらのユーザ要求耶項を災約および櫛進化し，製!Y,コンセ

プトとして明示する．そして．この柵造化された製品コンセプトに坐づいて実

際の製品やシステムにユーザ要求邪頂を典現化していく．

ＩIDTでは，このように，ユーザ笈求１噸を論理的かつIﾘj示的に製１Ｍに典現

化していくため,雛が凡てもそのＩﾉﾘ容やプロセスの皿解が祥助になるとliil時に，

昨今求められている製品のアカウンタビリテイ（混明性）が碓保できる．

なお．次節以降．観察法によるユーザ要求斗噸の抽出やその製品開発への応

川に側する'１f例を紹介するが，これらに川いた手法は‘雄ｲﾐ的には111)Ｔによ

るⅢ発プロセスをベースとしたものである．また，腿舶によっては．ユニバー

サルデザインについて特に配噸する必要があることから，ユニバーサルデザイ

ンについては，本章ではljWfで述べた「タスクを観察する」という概念から独

,虻した形で扱うこととした．

3.2配食保温容器の事例

本格的な耐齢社会を迎える中．１人嫌らしの尚齢:荷や尚齢杯のみのiﾙ雌あ

あいは勘体に肺11fがあり,ﾘllj11が州雌な人などを対製としたｲl池l肥食･ﾘ･－ビス

(以下，配食サービス）が鮮及しつつある‘・配食サービスにおいては，食鞭

が冷めないように記食川の保温容器（以下，配食保温容器）が用いられること
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が多い．配食保温祥器は．ウレタンなどの断熱材が入った容器に，食器と食べ

物が入為柵造であり．容器の底部とふたをロックでしっかりと密粁させること

により容器|ﾉﾘの食べ物の洲度を保つものでああ（図3.1)．

ここでは，配食保柵容器における観察法を含めたさまざまな方法でのユーザ

要求』j#攻の把握およびその製ＩＦ,開発への活川について紹介する7)．

3.2.1ユーザ要求事項の把握

観察法によりユーザ典求邪項を抽出するjﾙ合は，雌初に，その棚察するユー

ザや対象について僻定する必要がある．ここでは,観察の対象とすあユーザは．

記食サービスの利川粁となる尚齢者・障撫荷だけではなく．配食サービスを提

供している施般で側<厨扉スタッフやボランティアも含むものとし．また．配

食保洲祥器については，笈隙のlliid食サービスによく川いられている‘lルKについ

て調査した．

(1)直接観察を行う

以ドでは．ＩID'1,のlIiI:接観察に」鵬づいてi1)られたユーザ災求那jⅡ（一部）に

ついて紹介する．

(a）ＨＭＩ（ヒューマンマシンインタフェース）の観点から観察する

ここでは，ＨＭＩの〃体的側lIliおよび頭脳的側面からの観察結果として．配
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食保i'ili容器のロックが左ｲi側Iniにある場合と前後側面にある｣ﾘﾙ合のユーザの行

助について示す（図3.2)．

ロックが左右側1ｍに設置されている場合は，まず左右に体を大きく動かして

からロックの位慨を確認し，さらに．操作方法について理解するために頭およ

び体を/';ｲiに恥り川してロックの柵進をよく),LてJ1'1解し，それから手を操作で

きる休勢に股世して操作した．

一方・前後にロックが設腫されている場合は．遠方のロックについては，自

然な休勢ではロックの位置や柵進がまったく兄えないことから，体をひねって

その位|i'tを碓認し，その後，ロックの操作方法をJIM解・判断し，左右の１２を前

後にするために体をひねってＩＩｗＦを股世し，ロック操作をした．加えて．ロッ

クが排|:問かつたことから操作に力を入れるために祥器本体が大きく動くこ

ともあった．

つまり・ロックの場所が左ｲi側Iiii・前後側Iiiiどちらの聯合についても．兄え

にくい，１曲Iい，力を入れにくいという身体的適合性についてのMIl迦点があるだ

けでなく・ロックの操作方法もわかりにくいという頭脳的な適合性にも問題が

あることがわかった．これらのことから．ロックはユーザの視点から兄えると

ころにi没慨し・かつ，操作方法もわかりやすく、強いﾉJを必要としないように

すぁことがユーザ典求１１噸として勝えられあ．

なお，ここで示した問題点については，ユーザに対して操作後に行ったイン

タビューの中では，特に指摘が得られなかった．つまり．ユーザが無恵織に行



ー

9鷹３‘２配食保温答器の事例

1IMIしていたか．インタビュー時に虻えていなかったか，あるいは，製品に|M1胆

があるというよりも操作〃法に気づかなかった自分ｎ身が悪いと感じたなどの

可能性がある．このようなユーザ要求'ＩＩ項については，アンケート調査やイン

タビューでは得られない猟類のものである．

迎用的側Iiiiの視点からは．配食サービスを提供している施股において，体洲

が悪かったI)，歯が丈夫でない利川棚iljけにお粥などを配達するjﾙ合，その人

の表示を付篭で区分したり（図3.3)，また配達中にお粥が溢れることを懸念

してラッピングを行っていることが観察された（図3.4)．これらの結果から．

ユーザ要求ﾘ噸として，４棚ﾘ食の表,jﾐjﾙ脈の被|i'tや色分け．また，ラッピング

については，こぼれないようにふたを付けたり，こぼれない柵逃とすることの

必要‘性が挙げられる．

(b）痕跡の観点から観察する

棋跡はおもにユーザが弧IWIに残した行動の結果や製IViの瀧11Wを忠実に残した

ものである．そのことから，観察において視点が確保できないjﾙ合や追跡が不

''J能な場合でも．ユーザが製舶に残した痕跡を見ればその行動が容易に把握で

きる場合が多い．

たとえば．図３．５に,JくすロックのlHlMj表,では，ユーザがその炎示部分を脂

で操作する痕跡として，lNllｿl炎示がすり減って判統できなくなっていた．つま

り，ユーザ要求事項としては．ロックの開閉表示は別の見やすいjﾙ所にする．

あるいは．操作する時に．喉をあてがうj〃所をユーザにl川碓にイメージさせるよ

砿 PＦ

図３．３イj､漣による蒋別な利川若の区別図３．４特別食の付壷表示およびラッピング
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図３．６食器の洲に汚れが残患
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うな榊造やデザインが準げられる．

また．陥食サービスでは返却時にお

いて、ユーザによみ食器の洗浄が求

められているが，図３．６に示す食器

では，食器の端に汚れが残っていた

ことから，洗浄しやすい食器の形状

や材使が望まれていることがわか

る．

さらに，図３．７に示すように，利

用稀から，「○月○'１，２食お噸い

します」「○IIiMI1は配述をお休みし

てください」などの伝述メモがlIlIiI）

付けられていた．このような場合．

メッセージを貼り付ける場所の股仙

や，サービスの巡絡先を炎,J：する必

災性があみといえる．

(c）操作・行動の手がかりから観

察する

操作･行動の手がかりについては，

たとえば．スライド式ロックを数ｌｌ１ｌ

前後に無駄に動かしてから(図3.8)，

ようやく1Ｍけることができたり．ロ

■

■凡■凡■凡
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一
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一
領監

一

図３．５すり減った開閉表示

剛３．７利用荷からの伝言メモ

ようやく1Ｍけることができたり．ロックの閉まっていることを何度も11祝や手

さぐりでⅢ秘してみたりする行助から，ロックのl}M側状態をもっと明瞭にする

必要性がある．また.保温容器の扱いに微れているサービス拠仙荷においても．

ふたを|＃|けた直後にふたを落としてしまうことが多く観察されたことから，ふ

たについてもしっかりと保持するための場所が必要であるといえる．

(d）識別性の観点から観察する

撤別伽については．食ﾘ11'あるいは食器の洗浄を行った後，食器やそのふた

を保柵祥器に戻すjtﾙ合に,その食器と食器のふたの対応(図3.9)を間述えたI)，

食器をﾉﾉきす場所を間述えたりしたためにふたがlIlまらないという問題があった
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