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を選択することがわかった．

次に，給油作業の排111iについての決定木による分析結果を図３．２８に示す．

図３．２８より，給洲作推については，まず手長が176ｍｍ以ドのものはＤを

使いやすいとし，176ｍｍを超えるもので．地勤式給油ポンプの使川純験があ

るものはＡを，砥1IMI式給油ポンプの使用経験がない女性はＣ，珊性はＢを選

択することがわかった．

さらに‘電動式給油ポンプの附入意志についての分析結果を図３．２９に示す，

図３．２９より，地動式給油ポンプを賊人したいという人は，↑脳助式給油ポン

プの使川経験があるものか，使川経験がなくても．指抑ﾉJが30.4Ｎ以下であ

ることがわかった．

このことから，↑ljjiMj給flllポンプは，砥動式給油ポンプの使用維験があり，

利便性を磁拙してい為人のⅢい換えや，ｊ制111〃があま｛)尚くなくｍＭｉ給油ポ

ンプの操作に不ilMiを捗っている人を対象とした製州＃1発やマーケテイングを行

うことが有効であることがわかった．
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図３．２９賊入意忠の分緬

3.3.2ユニバーサルデザイン

ー股に，似11111のユニバーサルデザイン対応をどえる場合には，さまざまなト

レードオフを解洲する必要がある．たとえば‘ユーザの視覚､機能に配脳して炎

'Jﾐ文'i:を大きくし、また操作性を向ｋさせるために操作部を大きくした紺果，

製肋全体のサイズや亜戯が大きくなり，筋力の脇いユーザへの配慮が柵難にな

る．また,通常の製品開発においては.マーケティングを考えた場合,ユニバー

サルデザインについてもその採算性を考噛しなければならない．

ここでは，これらのトレードオフやコストの'１１１胆について解決するための指

標であみユニバーサルデザイン実現度指概（以ド，ＵI)実現度指標)'8】に雌づ

いて．砥勤式給油ポンプのユニバーサルデザインを縁える．

ＵＤ実現皮脂標【わ〃は，ＵＤマトリックスの111で，ユーザ属性ｉの飛災庇

を“とし，使川タスクノの砿要庇をＴ〃としたjﾙ合，そのユーザ屈惟と仙川

タスクのllljにデザイン案・問題点ノブが〃,(i;す為jﾙ合には．そのデザイン案・

問題点ノブについて，

”〃づ＝”×町／Ｚエ(U〃×巧）

と定侭する．また，ユニバーサルデザイン爽現庇（以ド．ＵＤ実現皮）は．こ

れらの''1でデザイン案に実現できたものの符ＵＤ火現度指標の和を，全体に対

するIfi分率で表す．
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ＵＤ実現度指標およびＵＤ実現度の算出は．従来のようにＵＤマトリックス

を作成し・計算することも可能であるが．ここでは．さらにコストやほかの部

門などの意見をオプション設定として，よりＵＤ実現度を有効に活用すること

ができるＵＤ支援システム19)を活用する．

ＵＤ支援システムにおけるオプション設定としては，デザイン案の実現や1m

題解決を行うにあたっての追加コスト，企業の管理職およびデザイナーが考え

る遮要度を股定し,ＵＤ実現庇指標の迎用における多態性についても考察した．

まず，直接観察や３ポイントタスク分析の結果から，対象ユーザの般定とし

表3.10砥動式給油ポンプの対象ユーザ

ユーザグループ 典体的な対象者 Ⅲ饗世

１.視力に配阻すべきユーザ 薄暗い環境下にいる人 ５

２手が使えないユーザ 手がふさがった人 ４

3.筋力の弱いユーザ 高齢肴 ４

4.左利きユーザ 左手利き ５

5.初心希／熟練希 初心者 ５

6.特別な配慮を必要としないユーザ 保守管理者 ３

豪3.11冠動式給油ポンプの使用タスク

必本タスク 個別タスク 砿嬰度

1.瓶動ポンプを収納鳩所から取り出す ４

準備作業 2.吸い込み側をタンクに挿入する ５

3.吐き出し側をタンクに挿入する ５

給油作薬
４給油スイッチを押す ５

5.給油終了を砿腿する ５

6.吐き出し側をタンクから取り出す ５

給油終了後

作業
7.吸い込み側をタンクから取り出す ５

8.収納する ４

9.ふたをⅢける ５

メンテナンス 10.fIi池を砿し<抑入する ５

(fli池交換） 11‘ふたをⅢめる ５

12.1Ｅし〈セットできたか確認する ４
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”マ腿彪､ｸﾜＬ入力眼路弓ベヅードゼ応１

■ユーザとﾀｽｸの関係におけるデザイン案･問題点の入力

個々のﾃＷﾝ浜の入力掴

具蜘沌対歎判例8Ｗ順Ｅ
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図３．３０１Ⅱ）文扱システムのデザイン衆・'111胆‘１M人ﾉ」

、

ては表３．１０に示すユーザグループおよび具体的な対象肴で．また，使用タス

クとしては表ａｌｌに示すﾉ鵬本タスクおよび個別タスクで‘それぞれ菰笈度を

5段階でI没定した

ユーザとタスクの側係におけるデザイン案・問題点の股定については．図

3.30に示すように，ＵI)支援システムのＱ＆Ａ画1ｍにより人力し，何時に，

オプション殺定した仙についても入力を行った．

通勤式給油ポンプにおけ為すべてのデザイン案・llII迦点を人力したのち．

UI〕実現皮脂標の,(.(iいlIlKに炎,jﾐした結采を図３．３１に示す．

まず，ＵＤ実現皮において，その亜要度順位が１位の卯|が，５項1J存在

し，それらの項１１を笈現することによって．実現されるＵＤ拠現度は19.5％で

あることがわかった．また．ｋ位１６項ロを実現させた｣iﾙ合は，ＵＤツミ現度が

62.5％になり，またその迫"１１コストが製IvIl佃》'iたりに160111必災であること

がわかった．

さらに．ＵＤ支援システムでは，オプションにより並び枠えが可能なことか
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ＵＤ実現度計算結果（評笛・考繋シート）

劉品fb：旺動式結油ポンプ

左側で故地した条件に従って

納果災を雌ぴ件え史す．

イン案・閲阻点（政値：鼠硬度晒位）

スイッチの認知性も高める

電他の方向をわかりやすくする

スイッチ撮作のわかりやすきを閥める

スイッヅ･操作の曲櫛の脆槻

操作の仕方をわかりやすくする

ﾊ‘･『で吸い込み側&神人で“よう’ する

片下でスイッチ操作でさるようＩ する

ﾊ，ｆで吸い焔み側を取り出せるようlﾆする

ふたを閉める作窺の負荷を低減させる

ふたの閉め方がわかるようにする

ふたの視盟性を高める

操作の貸荷を低漣する

片乎でot3出し個抑りH1Lで８るようl:す＆

片下で収輪できるようにする

神らやすい形状にする

吸いjとみ口取り側しやすい艮包にする

どららの子でもスイフチ畠作で８るようにする

ＵＤ吏現皮

揃侭の高い

凪に表示

雨
46％

93％

13.0％

16.7％

195％

鱒2％

26.9％

30‘％

343％

39m9６

４１．７％

＋瞳､

縄2％

5129ら

512％

57座h６

625％

芥馴／降咽

累計奨示
①いゆ申●甲●ｂ●●●●印巳●●｡●｡

“恥O山し@い

皿目里コスト

１０１Ｍ

１０円

鋤円

30円

３０円

30円

30円

60円

60円

60円

釦円

60円

60円

１１０円

110円

110門

160円

昇皿／降馴 昇咽／降凧

越備災城 通備奨J1：

蛇唖n月しウbO ＥｐＲＱ噸しい､

Ib)mEnjhMlm） k)？ イナ(10m

7点 ０点

7点 ０点

6点 0点

7点 0点

7点 Ｏ猟

4猟 ９点

6点 ９血

6点 ９点

6点 ９点

7点 ９点

6点 ９点

8点 ９点

5点 ８点

5点 点

5点 点

6点 点

５点 点

１１８１時いところでもふた&閉められるようにする’７１醜’260円’４点’６点Ｉ

図３．３１ＵＤ支援システムによるＵＤ実現度叶算紡果（一冊）
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ら，表3.12に示すように，コストを考察した場合のＵＤ実現度について検討

した．その結果，コストが０円，すなわちＵＤ対応に追加コストを要しない場

合で，かつＵＤ実現庇指数の高い項目が，１８項目あることがわかった．また．

これらすべてに対応することにより，ＵＤ実現度が66.0％になることがわかっ

た．さらに，コスト面から考えると170円の追加コストでＵＤ実現度88.5％に

達することから，非常にコストパフォーマンスの高いＵＤ実現方法であること

がわかる．

3.3.3デザイン要件

(1)構造化コンセプトの柵築

これまでに直接観察，３ポイントタスク分析，比較分析およびＵＤ支援シス

テムにより抽出したⅢj題点やユーザ要求事項から，図３．３２に示す栂造化コン

セプトを栂築した．

サプコンセプトとしては．「操作性」「収納性」および「デザイン性」でまと
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表3.12コストを考胆したＵＤ実現度

咽位 デザイン葉・'11週点

旺池の方向をわかりやすくする

暗いところでもふたを閉められるようlこする

片手で吸い込み側を挿入できるようにする

片-Fで挿入できるようにする(狸よい柔軟性）

片手でスイッチ操作できるようにする

片手で吐き出し側を取り出しできるようにする

州･'1でふたを閉けられるようにする

片．Fで電油を入れられるようにする

片手でふたを閉められるようにする

持ちやすい形状Iこする

吸い込み側取り回しやすい長さにする

吐き出し側を取り向しやすい民ざにする

スイッチ搬作の負背の低漣

ふたを閉める作窯の負荷を低域させる

ふたの閉め方がわかるようにする

ふたの視盟性を高める

操作の仕方をわかりやすくする

操作の負街を低減する

1９ 仲つ郎分にわからせる（夜光･蛍光槍判など）

1９ スイプチの漣剛性を高める

2１ スイッチ保作のわかりやすきを肉める

型 片手で義い込み園を取り肌せるようにする

麺 正しくセプトできたことを確浬できるようにする

2３ 片乎で収納できるようにする

2３ どちらの手でもスイプチ操作できるようにする

2３ 収納箇所が石泊で泌れないようにする

” 紬泊が終わったことを１Vでわかる桐迅にする

誰もがＩｗｉｌｌに操作でき，

取り回しのよい

晒助式給油ポンプ

操作性(65％）

収納性(20％）

デザイン性(15％）

Ｕ、拠現股

(9M）

４．６
－１－－

９．３

1m０

ｌｆ７

20.4

24.1

27月

315

3３３

382

４１９

53LＩ

57.7

605

6a３

660

698

7Ｍ

7＆１

812

8&５

885

93,1

略.４

1０００

コスト累計

(円）

０

０

０

０

０

０

０

０

０

０

０

０

０

０

０

０

０

０

1０

2０

4０

而

120

1ｍ

220

270

370

1．スイッチ操作（20％）

2.持ちやすさ（15％）

3.操作の明瞭性（１５％）

4．吐池セット操作（１５％）

5.石油がたれない（１０％）

6.倒れない（１０％）

7.色彩がよい（5％）

8.形状がよい（10％）

図３．３２電動式給油ポンプの栂適化コンセプト
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められ，特に，操作性におけるウェイトは非常に高く，中でもスイッチ操作に

ついては，自然な体勢で，無理なく操作できることが最放要であることから．

ウェイトも高くなった．また.収納性は.その収納方法や場所に困るというユー

ザ要求事項について．デザイン性は，操作性や収納性を考慮した形状や．夜で

も目立つ色などのユーザ要求事噸について考慮した．これらのサプコンセプト

を統合する形でメインコンセプトを「椎もが簡単に操作でき，取り回しのよい

稲勤式給油ポンプ」と設定した．

(2)デザイン案の作製

前節の構造化コンセプトから，図3.33に示すようなプロトタイプ（デザイ

ン案）を作製した．

ポンプ本体は，ハンドルと一体のものとし．容易に持ち運びができるように

した．また，そのことより．給油や収納時における取り回しが容易となった．

さらに，本体をこれまでの円筒状から方形状にすることにより．収納時は転が

ることがなく安定するようにした．

睡池ボックスのふたは.軽い力でセットできる柵造のスライド方式を採用し，

乾趣地のセットについては．脱藩の容易な並列方式とした．加えて，設瞳する

電池の方向表示も見やすい大きな表示とした．

スイッチについては，わかりやすさ．使いやすさに関するユーザ要求事項が

多かったため，見やすい位、で，大きく，操作方法もわかりやすいように上郁

に設世した．また比較的弱い力でも「切入」ができるスライド方式を採用し，

クリック感を持たせることにより「切入」のフィードバックがわかる構造とし

た．さらに，ハンドルで持ったまま操作できるようなハンドルー体型のデザイ

ンとした．

加えて．デザイン性に閲しては，窒内で使用する場合を考慮して．消潔なイ

メージの色彩を採用し，またスイッチの識別性を高めるために，本体とコント

ラストの高い色彩を採用した．

(3)デザイン案の評価

デザイン案の妥当性を評価するため．ここでは．前項で示したプロトタイプ

と比較分析において評価の高かった３製品（ここでは，Ａ，ＢおよびＤ）につ

いてデザイン評価を実施した．



1閏８ ３蹴岨察法によるユーザ要求事項の把握

蕊
Ｊｊ

１５.石油がたれない｜

'撫夢二鞭ぷき畿Ｗｉ…

磯騨蹴撫認雛懸蹴ｼ｜‐蕊

１Ｊ画

方向の識別性向上 8.形状がよい '４.電池セット操作

ハンドル7mで違和感がない開閉容助なスライド

図３．３３他動式紺fIlIポンプのプＴＪｌ､タイプ

評価は.１１名の被験者により,．l樋類のポンプについて実際に蒲油活動を行っ

てもらい，その後．以下の５つの操作について一対比較（それぞれのポンプ'''１

での比較）してもらったものをAIIＰ”)により分析した．

(ﾘ砥池セットの操作性

②操作の明瞭性

③スイッチの操作州

の排ち迎ぴやすさ

⑤デザイン

さらに，システムユーザビリテイスケール（SystemUsabilityScaIQ以ド

SUS)２１)の評価項月を使って‘使いやすさに関する評価も行った．

AIIＰによる４航のポンプのﾙドlilli緋果を表3.13に示す．

評価J9mにおける．'R棚する)Wi位は．（１）スイッチの操作性，（２）操作のIﾘj瞭

性，（３）デザイン．（４）排ち迎ぴやすさ，（５）電池の入れやすさとなり．総合

評価では，今回作製したプロトタイプが，デザインを除くすべての頂ロにおい

て筒い評価が得られた．なお．デザインについては，プロトタイプが．これま

での給油ポンプにない形状であることから．府Ｉ豊の述和嘘があったことがイン

タビューよりわかった．
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八

Ｂ

l〕

プロトタイプ

３４水サーバ付きポリ容器の碩例

裏３．１３ＡＨＰによるプロトタイプｊＷ価結果

砿池セッ

ト操作性

撒作の明

瞭性

スイッチ

の操作代

排ち巡び

やすき
デザイン

０．１０ ０．２２ 038 ０．１３ 0.17

0.11 0.14 021 0.16 0.13

0.23 ０．２８ 0.29 ０．１８ ０．２３

０．２１ 0.09 ０．１０ ０．１３ 0‘3３

０４５ 0,‘1９ 0.‘１１ 0.53 0.31

総合詐価

(ポイント）

016

026

0.15

0.43

l陽Jｇ

また，ＳＵＳによる使いやすさの評価紡果を表3.14に,j§す．ＳＵＳ評価でも，

A11Pとliil雛に．プロトタイプがもっとも1Wiい綱lliとなった．

表３．１４ＳＵＳによる他いぺ』すさﾙド価の＃,IiⅢ

タイプ SUSi¥点､14均(1)WWi(１Ｍ蝋〉

八 71.5（‘1.30）

Ｂ 78.8（7.00）

、 57.8（10.31）

プロトタイプ 86‘５（2.99）

これらの評価結果から．プロトタイプについては，これまでに得られたさま

ざまなユーザ要求ｿi:頂を満たし．「雛もが前iiiに操作でき．取り!‘,Iしのよい通

勤式給油ポンプ」の実現が雌秘できた．なお．IIWI1I1化にあたっては，できるだ

けこれまでのポンプに比べて違和感がないようなデザインについてさらに考察

する必要がある．

3.4 水サーバ付きポリ容器の事例

近年．１２１然水やスーパーマーケットなどにある人】<Ｉ浄水器の水を家まで運ん

で飲む場合やアウトドア，災蒋時の水供給川の容器として．図３．３４に示すよ

うな水サーバ付きポリ容器が仙川されることがjWえてきた．

ここでは，この水サーバ付きポリ容器について．１１'〔接観察や負荷計測などに

より．そのユーザ要求事項の抽出を行い．それらを製品開発に活用する事例に
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つし､て紹介する22>‘

３章観察法によるユーザ要求事項の棚櫛

3.4.1ユーザ要求事項の把握

水サーバ付きポリ容器は，一般に大きなふたの方から水を注ぎ入れて，水を

持ち運び‘さらに水サーバとして使用する時は，コックが下になるようにして

据え価き‘コック操作により水を出して使川する．

なお．ここではおもにＨＭＩ（ヒューマンマシンインタフェース）の身体的

側IIIiの視点から観察した結果について紹介する．

(1)直接観察を行う

１１０１:接剛察としては，一般的な水サーバ付きポリ祥器の使川〃法として，水を

ポリ祥器に注ぎ入れる，持ち迎ぶ，コック操作により水を出す，および作器の

''1を洗浄する作業について観察を行った．

まず，２樋類のポリ容器（20Ｌ）について，実際に水を満杯にした状態で約

20ｍ待ち皿ぶ作業における，ユーザの歩行状態の伽察納采について図３．３５に

ボす．２()Ｌの水のiltiItが波験群のｆや腰に大きな負ｲ11を独いるだけでなく，

歩くときのバランスをとるために体勢が大きく傾いたり，ぐらついたりするこ

とや，図3.35からもわかるように．歩いている時に容器本体が足に接触して

バランスを崩す，などの問題点があることがわかった．

》
〆 詞

』
願で

副３．３４水サーバ付きポリ奔器 図３．３５鵬行状態の伽察納果
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(2)負荷計測(間接観察)を行う

次に‘図３３６に示すようなグローブスキャンシステムをＦに渋滞し、水を

満杯にしたポリ祥器（20kg）を持つ場合に，その取手の''１Ｍ（１２ｍｍ，１７ｍｍ，

25ｍｍ）と手にかかる負荷の分ｲiiや妓大負荷の関係について訓測した．また，

同時に手の揃さがその取手の1冊によりどのように変化するかについてもインタ

ビューによりIiMl代をした．

図３．３６からわかるように，収脹がl2mmilIMのj肋介は，．脚こ対する雌大負荷

が240ＫＰａとなり．脂の先端まで大きな負荷がかかった．これは．手と取手

の接触点に集中荷･iItがかかるだけでなく、取手が指の関節に食い込むことによ

り．さらに指で撮りしめる形で持つ必要があることから，指の先端まで負荷が

かかったことによる．また，１７ｍｍ幅では堆大負荷が228ＫＰａとなり，指先

への負担も怪減した．さらに．２５ｍｍ幅の場合については，取手部分に滑り

止めの突起があったため，堆大負荷は237ＫＰａにとどまったが，手における

荷重の亜心は安定する緋果となった．また．ｌ２ｍｍＩｉｌＩＩｉの助合については．指

の全休に激しくｿ,Wみを鵬じるのに対し，ｌ７ｍｍ１ｌＩＩｌｉでは，洲Wみは和らいだ．

25ｍｍ1編のjﾙ合については，滑りlこめの突起部分が．指にあたって描くなる

息尋唾澱
圃０画B竃ＵＬ
Ｆｉ “

雌大荷lK228KI)(ｌ

伽､の11t心がｲく礎定

･雌大荷爪240ＫＰｎ

･脂の先端まで此拠

･荷71tの7K心が不安定

〃癖‐

…|吾１口

‘１
１

Ｉ
Ｒ

３４水サーバ付きポリ容器の崩例
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図３．３７耶手装群によ』るふたとコックの拠仲

iHG仏

ことがわかった．なお，撮りやすさについては，２５mmliIWiの評価が高く、

17ｍｍl脇１２ｍｍ幅と細くなるにつれて．詐価がFがった．

これらのことから，取手の帆は、握りやすさを椴血しながら．できるだけ広

く般定することが好ましく，また．滑り止めの突起を付ける場合は．その形状

や材質を十分検討する必要があることがわかった．

(3)特定条件下での観察を行う

水サーバ付きポリ容器については，ｆが滞れた状態で仙川するIIJ能性がある

ことから，ユーザ要求事頂の抽出においては，既作製iWIにおける特定条件下で

の観察を実施した．観察は．手に水および洗剤をつけて滞りやすい状態23》で．

ポリ容器の使用における一・迎の作業を行うことによりその'''１胆点を1111川した．

さらに．図３．３７に,侭すように．乾燥肌や手旗を仙川した状態ユーザを想定し

11坪を盤綿しての操作についてもその間辿点を抽出した．

その結果，図３．３７に示すように，ふたの1%側およびコックの満脱作業につ

いては，手が滑りやすい形状であることから，拠作が1M雌であることがわかつ

＝壷亜孝罵＝琵一

つ

$

図３．３８空気吸込弁の認知性および操作

国宝

Ⅱ

３意観察法によるユーザ嬰蚊酬頂の把梱

1可一
『

詞
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た．

また，コック操作の前に空気吸込弁をⅢける必要があるが，その空気吸込弁

については．図３．３８に示すように．乾燥肌や滑りやすい状態では操作しにく

い形状であること．加えて操作に強い力が必要であることがわかった．さら

に，操作・行動の手がかりの視点からの観察では，その場所や存在が視覚的に

気づきにくいこと．操作方法がわかりにくいなどの鯉知的なⅢ１組もあることが

わかった．

3.4.2ユニバーサルデザイン

水サーバ付きポリ容器のユニバーサルデザインについては，実際の製品利用

の状況から．表３．１５に示すユーザグループ．対象者および亜要度で．また，

表3.16に示す使用タスクおよびⅢ要皮により．ＵＤ支援システム'9)を用いて

検討した．

表３．１７にＵＤ支援システムにより抽川したデザイン案・IMI題点およびその

ＵＤ実現度について．ＵＤ実現庇が高い噸に並べたものを示す．その結果．上

位１４項目の問題点に配噸することにより．ＵＤ実現庇の約７割が達成できる

ことがわかった．

3.4.3デザイン要件

(1)構造化コンセプトの栂築

これまで抽出されたユーザ要求耶項を基にして作成した水サーバ付きボリ容

器の櫛造化コンセプトを表３．１８に示す．

大きく分けると，「保持性」「操作性」および「側封性」によってサプコンセ

プトがまとめられ，それぞれの項目においては，その利用時におけるユーザへ

の負荷をいかに低減するかが課題となることがわかった．また，メインコンセ

プトは「ＵＤに配賦した水サーバ付きポリ容器」とし，災害時においてもでき

るだけ多くの人が問題なく使用できる製品を念頭に縦いた．

(2)デザイン案の作製および評価

前項の柵造化コンセプトをもとに.図３．３９に示すプロトタイプ(デザイン案）

を作製し，同時に評価した．（なお，１つのデザイン要件が柵造化コンセプト



134 ３画観察法によるユーザ要求事項の把握

表3.15水サーバ付きポリ容器のターケットユーザ

ユーザグループ 具体的な対象巷

1.手が使えないユーザ 手がふさがった人

2.筋力の崩し､ユーザ 高齢省

3.小きいユーザ 寸法の小さい人

4.特別な配岨を必要としないユーザ 保守符理者

豪３．１６水サーバ付きボリ容器の仙川タスク

埜本タスク 個別タスク

1.ふたを開ける

水を入れる作柔 2.水を注ぐ（入れる）

3.ふたを閉める

4.持ち連ぷ
持ち運ぶ作業

5.コック操作のため方向を変える

6.空気弁を開ける

7.コックを側ける
水を出す作案

8.水をコップで受ける

9.コックを閉める

メンテナンス １０.中を洗浄する

煎嬰度

４

４

３

２

Ⅲ要世

３

３

４

４

４

５

５

５

５

３

における複数のユーザ嬰求小項を滴たすことから．図中の僻号は，柵造化コン

セプトにおける番号と必ずしも一致していない.）

コックについては，そのハンドルを大きくすることにより，負荷の軽減や微

調整が可能となり．また．空気吸込口をコックに内蔵することにより，空気吸

込弁をさがす動作や．わずらわしい空気吸込弁の開閉操作から解放されるよう

になった．

さらに，ふたやコックのリブを拡大することにより，濡れた手や乾燥肌でも

容易に開閉や取り外しができるようになった．

取手については．保持性を考慰して，その幅を32ｍｍとした結果，満杯に

したポリ容器（20ｋｇ）を保持するのにかかる負荷は，般大負荷でもｌ９５ＫＰａ

となり，さらに手における荷亜の砿心は非常に安定する結果となった．

加えて，ポリ容器の両端にハンドルを付加することにより，図３．４０に示す
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表３．１７水サーバ付きポリ容器におけるＵＤ拠現庇

剛位 デザイン梁・'111剛Ｉ 111)'ｊ鋤M則

l邪でふた婚剛I)られるようにする 1.03'AＩ

雑<ふたを11111ナら札るJ､うに陰り･軸 HＤ５ｌ１ｈ

澱くふたを閉められるようにする 脚.,12%

２人で刑てるようにする 18.79％

Ｉ 唖気I蝉ﾑfのl剰惟なく１ 25釦､ノ

コックが|Ｗよっていることと依浬できるように｡』･る 2(MIGA，

７ ふたを郷たなくてもよいようにする 池89ＩＲＤ

Ⅱ 13.-幅でふf･を剛められるようにする 鍋26％

７ 方向を通えるときの負111を職減する 43.62｡。

？ 研くコックを|}Mけられるようにする 50.『ｌ１ｎｌＤ

、 我の諏幡を･海EJnにする 57.05､

．』･ぐにコックが、めf,れるようにｲ･る 側76(ＩＤ

rｌ 持ち運びの負111を祇減･』･る形状に｡$.ろ 66.,1.1‘ｂ

Ｉ 全開になっていることを確浬できるようにする 69.80％

１５ 片手で〃向を鹿えられる形状にする 75.17州

1５ ゴヮプを州ったま鉢jツクをlW1けられる‘kうに-1･ろ HMj8鮎

】５ コップを持った趣コックをW1められるように｡ｊ･る 出５９％

】５ 仇いやすい形状に｡；・為 9段624州

1５ パラン銑を晩きないようにする 9661％

】５ 注ぎ11を術潔に･ﾘ･ろ １００－００％

表３．１８水サーバ付きポリ存器の柵進化コンセプト

ＵＤに配慮した

水サーバ付き

ポリ容器

保持性(309⑥）

挫作竹;(50％Ｉ

|〃1.Ｎ性(20％】

1．持ちやすさ（1596）

2．負担椛減（１５％）

3．水の川しやすさ（20％）

.I・ふたのilIIけやすさ（20％】

5．メンテしやすさ（1096）

6．ふたの側けやすさ（10％）

7．畑i1椛減（１０％）

惟侮
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‐
皇

－１当蒜戚ドﾙ’
：微'iMl鞭が肌鵬「r~;而琉天

へ､罵鞭ＷＩ蝋;’／興紳鵬瀧
'5.リブの拡大Ｉ‘r'‘’

存貼に拠仲

'6.つまみの改良

１
2.ハンドル付lIr

〃向性の)〃隙 ･阿手で持て』る

・２人で排て為

図３．３９水サーバ付きポリ容器のプロトタイプ

ように，１１１１があるいは２人で排ち辿ぷことがⅢ､能となり●排ち迎ぴ時の負荷は

符しく鴨減されるようになった．

これらのi;WiIli結果から，作製したプロトタイプ（デザイン案）については’

コンセプトにﾉ‘鴫づいたユーザ必kllf蝋をiIMjたしていゐことがWi認された．また

IIil時に．ユーザへの|脈求庇やWi製１１Aとしてのポテンシャルについても良好な111；

Ⅱiがｲ1卜られた．

頂

卜

雷

図３．４０プロトタイプのハンドル仙胤

錨
弓創

一

直 ■



9.5フォークはさみの雨佃 1３７

3.5フォークＩよさみの事例

歯の弱くなってきた澗齢荷や，杵辿の大きさの食べ物を飲み込むことが困難

になってきた陳祥群などが食iliをｲj:う隙II1iIい物がかみ切れない，飲み込める

遮､'1な大きさに'１Niみ切ることができないという'1M胆がある．聯に，ステーキや

トンカツなどの食1W!については．尚ll1f荷に限らず．１Wの丈夫な将においても，

食べづらいjﾙ合がある．あるいは．それらの食品については．食べたいけれど

も噛み切れない．あるいは食べるのがＭ１雌であることを予測して，食べる前か

ら食べることをあきらめているjﾙｲﾔも少なくない．

ここでは，これらのlIIlMuを解決すべくための緋しいカトラリー（ナイフ・

フォークなどの食ＷＩｌ金物）として．図３．４１に示すような．フォーク機能と

はさみ機能を統合した「フォークはさみ｣の洲発において.観察やインタビュー

によりユーザ嬰求11噸を抽出する郡．なお．フォークはさみは．図３．４２に示

すように．水Ｗ/向に持って食べ物を切り．さらにフォークの部分で刺して１１

、

ﾐ宇牽き÷ｼ＃

開'３．４１フォークはきみ

』
、

図３．４２フオ･－クはさみの仙川ﾉﾉ波
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に逆ぶように懸案されたものである．

3.5.1直接観察を行う

直接観察は，ある家庭（illli親とj宅どもの計４語）でフォークはさみを使用し

ての食堺作業（食材は，ステーキ，ポテト，ブロッコリー，にんじん）および

フォークはさみの洗浄作災について,観察およびインタビューすることにより，

そのlM1拠点をjllIll)した．なお．ｉ１１[接槻察にあたっては．その使川方法について

一切の教示を行わなかった．

(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

身体的側|iiiからは，図３．４３に'すように．食材が盛I)つけてある角度に合

わせて．フォークはさみの使用角度を腕で洲終しようとしたため，腕全体が尚

くあがり．非術に不胤然な体勢となるケースが兄受けられた．

また．頭脳的側而からは．図３．４４に示すように．通常のはさみを使用する

のとIlil雛に，食材に対して唯111[に．はさみを縦て向きに使用した．また，その

ため食材が動いて切りにくいことから，空いている手で食材を押さえる必要が

生じていた．つまり．ユーザのメンタルモデルとしては‘迎術のはさみのイメー

ジがあり．デザイナーの意Ixlしたような食材に対して水平に使用されないこと

がわかった．

１１
■

偽

図３．４３不''1然なIMIの/i1世

職

。‘鈴F１

図３．４４はさみを縦て向きに使用・手で食

材･を持つ
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(b）安全性の視点から観察する

図３．４５に,すように，「子ども

が使用している１１ﾉtを兇ると，危

ないような気がする」「はさみで

食べるのは怖い気がする」との意

兄があった．また，洗浄にあたっ

ては，包1.を洗うときと''1搬に．

波意する必要があると感じて．

ゆっくりと洗浄した．

ﾛ

図３．４５安全性の危倶

惟鷺

3.5.2特定条件下での観察を行う

次に，図３．４６に示すような，行動をモニタリングできるユーザビリテイラ

ポを使川して､食材や環境を一定にする条件で.被験者（男性１６名,女性４名，

､ド均年齢'17.9旗）における伽察実験およびインタビューを行った．

弘一国

■

於一｜■

図'３．４６ユーザビリテイラボ

実験のプロセスは表３．１９に示す内容とし．また．使用した食材については

表３．２０にボす食材とした．なお．被験者属性を確認するために．被験将のＦ

の寸法およびﾉJIltを111．測した結果‘被験行20端全貝が誉を使う勝合の手はｲﾃ

手であり．またフォークはさみを使用するにあたって特に右手に障害を有する

荷はいなかった．
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表３．１９観察拠験のプロセスおよびiWl企Iﾉ､1群

火験｜ＡＩ祥

1．ｿFIiiアンケート，Ｆの､j･法・1MﾉJ・ピンチ〃,↑|･iIリ

2．フォークはさみを他川して食ﾘＩの観察

<調炎攻11）

〈l〉

(2)

(3)

(4)

正しい排ち方ができるか

食材を切る刈度

llL<切れたか

食!Ⅱ方法

3．フォークはさみ使用後のインタビュー

(調在項(１）

(1)各食材における使いやすさ評仙

(2)「]当たI)などの感性評価

(3)利点・欠卿

まず，使川方法については，前述の図３．４２に示す使川〃法以外に，食材に

応じて適宜持ち替える場合が多く見られた．特に，湾IllIの〃向については，図

3.47に示すように箸のように'1［てて仙川するケースや，図３．４８に示すように

そのlIIlImを利jljして食材をすくって食べる行動が多く児られた．

食材を切るにあたっては，食材の大きさなどにより，一部で食材を切り雌い

ケースも兄受けられたが，幅広い食材に対して比較的スムーズに切ることがで

きた．

食躯方法については．「トンカツ」「ステーキ」「から揚げ」「ゆで卵」「だし

巻き」において突き刺して食べる場合が多く，また‘「波け物」については，

はさみでつまんで食べる場合が多かった．また，それ以外の食材については，

Iul面ですくう，突き刺す，つまむ，Inl而ですくうなどのさまざまなケースが見

'更けられた．

3.5.3アンケートおよびインタビュー調査

被験者に対する事前アンケートでは．２０名中１０名（半数）が，表３．２１に

示すようなフォーク・ナイフの使用にあたってうまく行かなかった経験をｲfし

ていることがわかった．このことから‘フォークはさみの機能が，切る・はさ

む・片手で食べるなどを''約としている点で，これらの問題点の解決紫の１つ

として有効である可能性が示唆された．


