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図３．４７１１１．のように虻てて便川する図３．４８凹1ｍを利用して食材をすくう
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次に．フォークはさみを仙川して食ﾘ＃をしてもらった後，その使いやすさ

についてインタビューを行った結果を．表３．２２（和食）および表3.23（洋食）

に示す．なお，数仙は’1.使いやすい，２.やや使いやすい，３.やや使いにくい，

4.使いにくい」の４段附綱llliの数仙平均である．

和食では，「だし巻き」において評価が,斯く，また，洋食については．「トン

カツ|‘「ステーキ'．「から)ﾙげ｣．「ゆで卵」について排111iが尚くなった．これ

らの結果から，フォークはさみは，おもに洋食の食材あるいは洋食器に適して

いることがわかる．また，「から揚げ」の評価が非備に尚くなったことは．そ

の後のインタビューから，フォークはさみで切りやすい人きさであったことに

加え．群などでは食べにくい食材の１つであることが原Iﾉﾘとわかった．

’１，１１たりについては，「1.よい．２．ややよい，３.やや班い，４恕い」の４段

階緋価で，和食の数仙､lf均が「3.0｣．洋食の数仙平均が「2.43」と．和食およ

び洋食いずれにおいても評価はあまり商くなかった．このことから．口当たり
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表３．２１フ･ヤーク・ナイフのＩＩｌ脳ﾉAｉ（アンケー1,1

フ９１．－ク・ナイフの仙川でうまく行か瓶かつた維験

．丸いものは扱いにくい．

･ひじがｋがって隣の人のじゃまになった．

･フォーク・ナイフを使うことが少ない．使い〃をマスターしていない．

･時々 左手の古傷が痛む（両手を使用するため)･

･問いものを切ったり，細かいものを切ったり.｛iﾘしたりする勘合に難しい
．ノJを入れないと切れない食ｲｲのl岬に剛る．

･フォークの上に食ｲｲをうまくｊ１@せられない．

｡固いものを小さく分けるとき，細かいもの（コーンなど）をすくうときに、る，
･お肉が竹付きだったとき．フォークで押さえながらナイフではがすのが難しい．
ご飯類が食べにくい

表3.22使いやすさについての排illi結果（和食）

ご飯 味I術Ｉ 横け物 111稀燕 赦魚 だし巻き fiZlll柵げ

2‘３ 2.5 2.5 2.2 2.8 1.5 2０

表３．２３使いやすさについての肝価結果（洋食】

ご飯 トンカツ ステーキ ハム スパゲッティ から)ﾙげ ゆで卵 !Hj；菜

3.1 1.7 １．６ 2‘Ｉ 2６ 】､３ 1.9 2.9

の感触をよくすることが取要なユーザ要求堺項の１つであることがわかった．

また,洗浄作業については,特に作業自体には問題は見受けられなかったが

はさみを洗うというイメージで怖いという愈見や，ヒンジ部分が洗いにくく，

やや不潔な気がするとの愈兄があった．

さらに.フォークはさみを使用した後の雌終評価として,インタビューを行っ

た結果．以下のことがわかった．

まず､利点としては，１つの食器で多機能（切る‘刺す，はさむ，すくうなど）

なことによる利便性が稚げられた．また．縛では切ったり，裂いたりし雌い食

材が簡蝋に切れるということが指摘された．さらに．「思った辿りの形状に切

れるのは便利｣｢新しい食器で食べるという意味では楽しい｣との意兄があった．

一〃・欠点としては．排ち枠える必喫がああことや．はさむ機能と切る機能

についての〃加減が雌しいなと'の機能的なIlIl迦に加え．兄た1.1が「はさみ」と

いう感じで心理的な抵抗感などがあることが指摘された．

これらのことから．ユーザ災求事項として解決されるべき問題点を．趨知IiIi．
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‘雌'11ｍ

◎糊1111方1ｒｌｊの賦味が

わからない．

◎食材を切る場合，

考案者の意図した

使用方法（はさみ

を､Iと行方IiIjに捗っ
て食材を切る）が

わかりにくい．

３６まとめ

表３．２４フォークはさふの問題点

行助1ｍ

●食材によって持ち伴える必腿

がああ．

◎切る作業の時に，手の角皮が

不自然になる珊合がある．

◎ＬＩに食べ物を入れるときに，

手の角庇が不''1然である．

○フ:１．－ク機能が中途1ｔ蝋（先

端がやや鈍い。突き刺し鮒い

など）である．

◎切る作業で，食材の配置方向

に合わせて体を動かしてしま

うjﾙ合がある．

心jll1Im

◎外兇がはさみなの’

で，食べる時に抵’

澱:難鰯’
る

1４９

行動而および心理面の３点からまとめると表３.2４のようになる．

特に，行動面においては，フォークはさみの機能を十分に柵かすことができ

ておらず．解決すべき課題が多くなった．商IVI化にあたっては．これらの問題

点を解決したｋで．さらに腿知而や心珊1mを含めて．安令かつ快適に仙川でき

るようなデザインが求められているといえる．

このように、これまでに世の111に存在しない製品の開発については，特に試

作品を作製し，実際の使用における観察やインタビューを何度も繰り返して

ユーザ喫求1噸を-|-分に把据．!緋定し．また‘その安全伽を含めた製IWIIの{１１噸

性を高めていくことが肝喫である．

3.6まとめ

これまでいくつかのﾘＩ例を皿して、観察法の特徴を柄かしてのユーザ要求リド

項の把握やその製貼への活用方法について紹介した．

特に、観察を通して得られた問題点やユーザ笈求事項は，アンケート調交や

インタビューの結果とは辿って，『『紫による誤解や(M兇．思い込みなどから解

放されて．爽際に１１の前で発生したり『火に雑づくものであり．このllf災に対し

て央華に受け11:めて製砧企II11iや製品開発を行っていく婆勢こそが今後のモノづ

くりに求められているものと考える．
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４章メーカにおける行動観察の事例

4.1 企業における直接観察法による製品改善事例

4.1.1はじめに

前述（1竜）の通り，製品開発における観察の必要性は高くなってきている．

観察工学を製品開発に取り入れ，ユーザ要求事頂を潜実に製品に反映していく

ことによって．煎容満足度の向上が得られるほか．商品競争ﾉJの向上や企業の

ユーザサポート伽１１の削減などにもつながり御る．したがって，製肺を提供す

る側の企業は，その製品のユーザの年齢や障祥の有無などにもかかわらず，で

きる限り多くの方々が，最初から気持よく利用できるような製品を提供してい

く必要がある．本章では、ii1i:接観察法を播用し，デジタル複合機（複写機）の

製｢洲H1発に収組んだdilf例について紹介する．

4.1.2直接観察法で用いた方法

直接観察法については，前述のｌ竜（1.7）では面接観察法（自然の状況下

での観察）と．ｌ瀬（1.8）では'''1:接剛察（あゐ条件ドでの観察）との，２通り

のケースについて述べている．それぞれの〃法には特徴があるため．洲在のⅡ

的に応じて選定，あるいは組み合わせて活用する必要がある．本堂で紹介する

事例では．この２通りの方法を組み合わせて行った．その２辿りの方法の将徴

について．下記に示す．

(1)直接観察法(自然の状況下での観察)の特徴

自然の状況I『（11常の使用環境下）で行う直接観察法は，ユーザの日常のあ

りのままの使用状況で実際に製品が使われている現場（家庭，オフィス，ノ齢||i、

公共施般など）を１１１t接観察することから，爽使川ｋでのユーザ要求ｺﾘ噸が抽出

できる．このため，ヒューマンマシンインタフェース５側面（①身体的側1m，

②頭脳的（情報的）側I肌③時間的側而，④環境的側而．⑤運用的側面)１１の

すべての項目の評価・分析が可能となる．しかし．課題の傾向性や重要度の把
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提がしにくく，Ｉl的によっては,災時'111の棚察（搬彬）が必要となる聯合もある

(2)直接観察(ある条件下での観察)の特徴

ある特定の条1'|:ドで剛察するiII〔縦仙察は，人I:的に作られた条I'|:ﾄ゙ でⅡ'1:接棚

察することから．統一条1'|:ドでのユーザｌｌＩＩの比Ｉ陵ができ，Ｉ牒題の傾ＩｉＩｊ性や'1t典

度の把握がしやすいしかし一方で，ユーザの11術の使川状況とは出なる環境

や操作状況などを余雌なくされることから．IMI述のヒューマンマシンインタ

フェース５側|川の''1の〈4蝋境的側IiIi，⑤巡川的ⅢﾘliIiのIIWilli・分析ができず，ま

た状況によっては実使用_'二と異なる結果を灘く場合もあり僻る．

この直接観察の方法の1つにユーザビリテイテストが挙げられる．ユーザ

ビリテイテストとは．ユーザ（ﾂﾐ験|‘ﾉJ群）が１人ずつ，所定の操作糾迦（タ

スク）に沿って火際にIWiIIIIIを拠作し‘そのユーザの行助と発I締を|＃1発杵などが

観察することで．ユーザの作莱成紙（述成庇)．主観‘評価．発俄・行助の分析．

操作後のインタビューなどから製肋の問題点を抽出する手法である２３１．その

ユーザピリテイテストの:槻子を図４．１に示す．通術４～６荊秘度のユーザにつ

いて行い．牒題の傾向性やjlt災庇を把掘しながらユーザ要求ﾘ噸を抽川し，製

砧改善に結び付けることができる．

侭一一一
塵.訓3

画

淳

Ⅱ■

戸。

ユーザが操作する槻ｆＩＭＩ発行などが肌察する梯子（別婿】

図４．１ユーザピリティテストの扱捗

4.1.3直接観察法によるデジタル複合機の改善事例

(1)調査の概要

本洲査の対象機器は.シャープ製デジタル似合機(襖寧機)AR266FGであり

その外観について図４．２に示す．
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本機は．ユーザピリテイに配慮して企llIIi・開発を行ってきたもので．カタロ

グ上で“ユニバーサルデザイン．．についても脈求していた．水機の，ユニバー

サルデザイン配順のおもなポイントとしてドiIdの２点が雛げられている

‘JL押しやすさに配慮したキー形状

中央部がくぼんだ形状により押しやすさを追求．マウスペン入力などもしや

すい形状．

②使いやすさを.勝噸した操作パネルの尚さ

使う人の負担を侭城する使いやすい操作I姉'tを実現した

しかし,ユーザにとって本当に使いやすいものになっているのかについては．

実際に製品を使う現場レベルで検証した綴緯はなかった．時別な配慮を必要と

しないグループはもちろん、巡動機能などに配噸すべきユーザについても．そ

の製紬を使川すぉ棟子をIIl〔接観察することで‘多嫌なユーザの紳微を理解しな

がら，現行機種のユニバーサルデザイン配慮ポイントを中心にユーザビリテイ

の検証を行い．今後の製品開発に反映することをI|指す必喫があった．

観察訓喪は，大阪Ilr職業リハビリテーションセンター（大阪Ilj､剛j:Ⅸ）にご

協ﾉﾉいただき．その施I没内にＩ排価対象の製1V’（図4.2）を約２ケ川lIlI没|i'1tして

行った．当該センターは．感覚機能面，巡動機能．叩解．,ﾘ断などに配哩すべ

き方々が職業知識や技能を修得して職業人として社会参加できるように支援す

図４．２‘１，F価対雛のデジタル拠合偶〈棋邪機】

■

画
面
卵
一

蝋藍

挽作パネル

頓融・勿哩
ニエター１－

撚作キー



1５０ ４草メーカにおける行INI肌祭の馴侃

る職業能ﾉJ開発機関である．その施股内では,脂蝋j１，１ﾘ||紳生など,多械なユー

ザが腿ｲI;して似'ﾉj:機を他川している環境となっていゐ．ＩＩＩｌ純ﾉkは．ｊｌｉ椅子仙川

総助作に１１蝿すべきユーザ（上肢ｲ《rIIII，下肢・’:肢不!‘IIl1）など，｜瓶W:の

態様もさまざまである．

実際の戒接観察の際には，ド記①～③のポイント棚に，④のポイントをljll

えて行った．

①厳場の災なる似数の棚察勝によるiiM祭

②ビデオカメラなどによる肥録とIIj:生

③仮説や注目すべき点を鵬える

①日的の異なる２つのW〔接観察法を組み合わせて災施

①立場の災なる襖数の観察肴による観察

観察に参加したメンバーは，ドキュメントシステム』l＃業部の開発担当者以外

に．本社Ｃｓ部門．１W,賀部lmlのユーザビリテイ技術苫なども含め．IXjﾙの災な

る複数の'1線での観察を行った．これによって．柵られる↑I州lの淵れを少なく

することや，あるいはImlじ観察蒲果について異なる解釈を引き出せる可能性を

期待した．

②ビデオカメラなどによる記録と１１脚ョ

観察の現場では，ビデオカメラなどにより使用状況を’肥録し、必災に応じて

繰り返し11雌確認できるようにした．これにより，後11,問題把握の共ｲiや再

確認ができることと，また‘観察当11に参加できなかった関係将も別途映像を

見ることができることで‘問題の近要性の認識なども1Wすことが期待できる．

轍仮説や注ｐすべき点をｲﾙえゐ

まず火際の観察の前に，似数の側係荷の111で・現行機ｲ１Kのユニバーサルデザ

イン配慰ポイントを基に‘実際の複写機を操作しながら想定されるI撫迦を抽出

した．そして，その納果を坐に．観察で聯に注Ⅱすべきポイントをまとめた．

これにより，観察洲在から得られる州報の1,tと髄の向上を川待した．

①Ｉ１的の災なる２つの''11:接観察法を組み合わせて実施

約２ケノIの設Ｉｉ'棚IIIl内に.I:l的の異なる２祁類の1111:接伽察を実施した．まず、

直接観察法（自然の状況ドでの観察）では．Ⅱ常のありのままの使用琉境下で



４１ 企業における直接観察法による製品改善事 似 1５．１

の使川状況を'''1:接観察することで.ヒューマンマシンインタフェース５側而(①

獣体的側|､i，(2)頭脳的（11州Ｉ的）側而，③時lIIl的側而④環境的側而，⑤迎川

的側而）の州I1Ii・分析を行った．全休的に，操作はスムーズに問題なく達成で

きるか．ユニバーサルデザイン配慮ポイントは効果的かなどについておもな傾

向性を把撮することと．また.特に車椅子使用者.動作に配慮すべきユーザ（上

肢不loIIlI，ド肢・上肢不rlIlI〉などについては．身体的な負根がかかっていな

いか．製IVIへのアクセスの仕方や動線に問題はないかなどを碓腿することをお

もなＩ.'的とした．

次に．枇接観察（ある条件下での観察）では，前述の直接観察法（自然の状

況下での仙察）で把搬した結果を雌に，操作タスクを設計し，統制された特定

条|'|:下で,襖放のユーザ(突験協力荷)におけるユーザビリテイテストを行った．

観察とインタビューによって，具体的なユーザ要求事項について集中的に捌り

ドげて聞き川し，その結果からユーザ要求事項の重要度（改善の必要性）付け

を行った．

さらに．Ｍｄ以外に，ルリ在川lIIIIlIに仙川して虻づいたことをI‘IIll形式で肥人

できるように，似j:機の横に「コメント・シート」と'且I収箱も投世し，あらゆ

る方向からの怖報収集を測った．

(2)直接観察法(自然の状況下での観察)による使用状況の傾向憐梱握

(a）方法

，川在は，1,.,1,』のフローで災施した．

機材股f'鋤所の検討i→|確翻謡圏|→'1躍罰､､園'1窪霊、

まず始めに．施,没内に腿!Y,本体と観察のための機材の設伽鋤所について検討

した．Ⅱ術の仙川猟境下で，できるだけ１．１然な状態を観察したかったため‘製

ＩＩＭ児休はすでに襖'ﾜ機が使用されているコピー作業スペースの中へ，従来機と

紙き換えるように般悩した．観察に用いるビデオカメラは，操作の邪魔になら

ない位枇（イァサイド）に．製I{Ｉ,へのアクセスのｲﾋ〃や操作する様子の全体像が

碓偲できあアングルでi没慨した．また，できるだけ自然な状態が観察できるよ

うに，ユーザに観察することを意識させないように，観察肴は別室でモニター

越しに観察し、記録を取るように配慮した．



152４軍メーカにおける行動観察の覗佃

投冊レイアウトと排価の様子を図４．３に示す．

Ｆ■■■ﾛ■■■■■■■｡｡■■■■‐守口■■毎口■｡■~ロママーマママ▼マママーマ君寺ﾏﾏﾏP寸口ワー マ ー ロ ｒ

脂｡篭

‘没置レイアウト

一

一

凸一

｡〃夕

霜§ 諭勇蕊らご蝋
1，Ｈ

肌瀦・Ii,ドi11iの棟ｆ複写機を肢慨した部賊の概典

図４．３投世レイアウトと評価の様ｆ

次に，仙察の方法について,Jぐす、観察は21111に分けて災施した．llI1IIlは股

股してから211後,211'111は股iifしてから約２週ⅢI後に,それぞれ約８時l川（9：

００～１７：()0）の観察を行った．１回目では使用初期の状態を，２凹目では操作

が慨れた頃の状態を観察することで．それぞれの時期での特有の課題を抽出す

ることができる．

(b）結果

延べ２１１間の観察によって，７８人の観察データを得た．指導員と訓練生の

区別などがモニター越しからは困難な場合もあったが．車椅子使用肴や動作に

配噸すべきユーザ（上肢不lflIlI・下肢・上肢不同111）などは．全体の約３１ﾘﾘで

碓浬された．時''11柵別の使川汁数について図４．４に,Jﾐす．



Ｉﾘﾘ裾’'''111.2Ｍ'1ともＩ‘il様に，午前中‘品一冊（１３：００台）の時lIIl'lWに仙

川将が多くなる傾Ｉｈｌにあった．この時|1M’ＩＷは．牧策j(！（人辿楽焼11:）の授雌で

はなく，ワークショップ形式（人退室が'''''１）の授災があり．この授業巾に一

時退川してコピーをとる方がいたためであったが，使川稀の典111座は問題ない

範洲であった．また．ユーザグループの傾向性も砿‘隠してみたが，’|〔柿ｆ仙川

汁などが特に卿l'して使川する時l川柵などはなかった．

次に，実際のコピーに使った原稿の種類について，そのＩﾉﾘI沢を図４．５に示す．

コピー原稿全体の半数以上はシート原稿のコピーであり，残りの約３～４剤は，

ＩｌＩ．f類（本，雑誌．テキストなど）のコピーであった．

1階f６

I(】

ロシート

ロ冊『.（本．雑紘など）

■その他（瀦刺など）

ｏｌＩ１１Ｉｌ
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図４．４時間帯別の使用･荷数

４１企業における直接観察法による製品改瞥頚例
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1５４ ４章メーカにおける行動観察の頚侃

また，観察により確認されたおもな内容を下表にまとめる

表４．１観察により砿,魁された点

IlMl5側面'１ 硫秘された点（○よい点，△要賊阻，×刑い点）

身体的側、 ○ｋ肢ｲくrIlllな〃も．ボタン操作がIHl題なくできた

△'|〔柿ｆ使川者は．正１mからアクセスするjﾙ合もある

xll〔椅子側１１粁は，操作パネルがみにくく，操作しにくそうな様ｆが

IWiilMAされた

蚊脳的側lili ○コピー抑作が恢端に迎い方がいなかった

▲州庇ｌＭＩＩでは川紙サイズの選択などの操作が雌しそうな槻子が確

脇されたが，副在２回目ではその様子は賊腿されなかった

×原稿l‘1動送りへの原稿セット方法がわかりにくそうだった

時IMI的側1ｍ ○操作を災時'１１１にわたって行う方はいなかった

覇境的側而 ○適庇な作業スペースの確保と作梁台が股仙されていた

○照Iﾘj，窄洲なども蒋にlM1題がなかった

運川的側1ｍ ○仙川lfが雄中する時間帯でも‘弧川上はIMI胆ない範Ｉ)11であった

(c）まとめ

llIllIlと2111'11の仙察紺果を総合して:勝察す為と．１%肢ｲくImIlllなﾉﾉでも問題

なくボタン操作ができたことから，ユニバーサルデザイン１１蝿ポイントの「押

しやすさに配噸したキー形状」については効果的であることが推測できた．し

かし．「使いやすさを巷噸した操作パネルの商さ」については．巾椅f使用背

には効果的でなかったことが推測された本体や操作パネルの揃さなど検討す

る際は．Ｉｌｆ柿j･使川櫛に対しては，図4.6(左側）のように横向きにアプロー

チすることを想定していたが．実際は図4.6(右側）のように正而からアプロー

チして，上体を持ち上げて操作パネルを覗き込む〃もいた．よって．アプロー

チのｲＩ:〃によっては，操作パネルが見にくかったり，ｆがﾉillきにくかったりな

どの問題が腿こゐjﾙ合がああことがわかった．

以上から．時に身体的Ⅲ耐,頭脳的側面における1ML池の傾向性が把握できた．



巽４．２操作タスク

1隠悌

(3)直接観察(ある条件下での観察)によるユーザ要求蛎項の抽出

(a）方法

前述の祇接観察法（l]然の状況ドでの観察）での観察結果を雄に，特に課題

点が多く推測された身体的側面.煎脳的側面について検証できるように.表4.2

に示すコピーの些木操作についての操作タスクを設計したこの操作タスクに

従って‘ユーザビリテイテストを火施した．

4.1企実における直接観察法による製品改善頚侃

爽験|〃〃荷は，１１１センターのiUll純ﾉｋ６渦（IIf椅・f使川件３名，上肢不''１１１１な

〃３f'１）に脇〃いただいた．そのＩ|剛１条fl:をド肥に,｣ﾐす．

１.身体などに障りfを排っている

（車椅子使用者３塙・上肢不自由な方３名）

２．１１常的に複写機を使っていろ

３.職場などの''1で．慨散人で似が機を共用している

また,ユーザビリテイテストの配祇レイアウトと評miの棟j亀を図４．７に示す．

ｉｕ定し た ア プ ロ ー チ 爽 藤 のユーザ

図４．６巾いすを仙川している方のアブローチノノ法

,１

師
４

’

；

ロ

タスクＮＣ 内容

原柵Ｈ動送りでのシート原稿コピー

１%(飛台でのシート脈柵の拡大コピー（文字浪庇投定）

原秘台での＃蹄原稿の縮小コピー

原穂台での詐術原稿の拡大コピー（手差し使剛）
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ｶﾒﾗ係進行係

鎌
帽

実験協力者

図４．７ユー･り『ピリテイテストのＩＭＩノルイアウトと,ilⅧiのMir‘

1１

実験協力者と111掌に進行係とカメラ係を配置し，実験協力希が操作する級子

を，記録係が別室でモニター越しに伽察して．行動と発話の記録を取った．

また．操作タスクの終｣毒後に，使いやすさに関するインタビューと，本体間

さや液晶パネルや操作ボタンの拠作のしやすさ，原稿セットのしやすさなどに

側する評価項目について，図４βに示す５段階の評価スケールでＴ観評価も取

得した．

５－大礎よい（従来より優れている）

.’よい

３－杵迎

２ペ』や''１脳あり

'一|Ⅲ胆がああ（改岬してほしい）

図４．８１ﾐ叫祁iiliの評価スケール

(b）結果

おもな評価頂1.1の.i§槻1祁価の結果（平均値）について図４．９に示す‘



1５７

１ ２３， １５

問題あり一普通‐よい

評価得点

図４．９おもな評価噸、の主肌押価納鵬

水休形状

１１〔いすでのアクセス

本体満さ

jji(柵･セット（I'１助送り）

ハ;(稲セット（原稿台）

液,WIパネルの見やすさ

液IVIパネルのllI1しやすさ

人ﾉJボタンの炎,1ｔの兇やすさ

人ﾉJボタンの押しやすさ

』

４１企糞における直接観察法による製品改懇那例

評価得点の紡果から，原橘セット（原稿台）や，入ﾉ｣ボタンの炎示の見やす

さ・押しやすさなどで間評価が得られた．しかし一方で．やはり本体の高さや

原稿セット（rI動送り）については推測した通り，‘iWilliが低かった．

〔評価の伽かつた項11とその災叩

１.原柵台への原柵セット・・・プi鳶奥の矢l;'１炎,伏が「わかりやすい」

のと．また左奥への位置合わせも「合わせやすい」

２.人力ボタンの炎示の見やすさ・・・「印I11I災示が兄やすい」

３．入ﾉJボタンの仰しやすさ・・・「適度な操作ﾉJで仰しやすい｣．「位

雌や，火きさがよい」など

〔評Ⅷ価の低かった攻11〕

４．本体尚さ・・・「原稿台や操作パネルの位悩が尚すぎる｣，「車い

すに血ちｋがりながらの作業が必要」など

５．|‘l1IMj送りへの原柵セットのしやすさ・・・「』;(柵セットの仕方（上

向き，｜､,向き）がわかりにくい」など

(c）まとめ

評価の向かったｌ;(柵セット（原稿台）については．図４．１０に示すように．

/f奥の矢印表,がわかりやすく、また片側恭雌なのでﾉ脚1点に合わせやすいた

め．原稿が正しく股けあことが高評価につながった．

■■凸

－ｉ ’

二ｉｌ
ｉ'１：,

一
一
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1５２ ４節メーカにおける行動観察の事例

図４．１０Ⅲ穂台の褒示

入〃ボタンについては，図４．１１に示すように，大きく兄やすい炎示と．１１１

央部がくぼんだ''11形状キーを孫川して．滑らず適度な操作ﾉJでｲI|'すことができ

ることに配Mitしたことが'１１２価された．

従来のキー形状（1111）

また一〃で.'|〔柿j･使川符に対して,本体,''1iさによるさまざまな「仙いにくさ」

を生じさせてしまった．これは．コピーの一連の操作は，立った状態で「ｋか

ら見下ろしながら操作する」ことを想定して操作部などを記慨している部分が

多いためである．また，１１i椅子使用背が正面から本体にアプローチすると．本

体とユーザの'111に．ｊｌ〔椅子のホイールやユーザの膝輔分の距離がどうしても発

生してしまう．このため．本体表示がj,,Lにくかったり，上体だけで本体に近づ

こうとするため身体に負111がかかってしまうことがわかった．

また，もっとも緋111iが低かった「自動送りへの脱稿セットのしやすさ」につ

いては．原柵セットのｲ|:〃（ｋＩｈｊき，ドｌＩﾘき）がわかりにくいなどの孤皿が1ﾘ}

らかとなった．図４．１２にﾉすように.I』I助送り部分に炎示されてい為Ⅲj(柵セッ

トの向きを示す本体刻印炎示がj,ILにくく，また表,Jﾐの意味もわかりにくいこと

が婆閃であることがわかった．

■Ｉ

》
藤

、

図４．１１入力ボタンの形状
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図４．１２川ＷＭセットのＩｉ１ｌきを示す本体刻印炎示

(4)製品改善への反映

以ｋの結采をﾉ‘噂に．次期モデルで本体改藤を行った．改樵モデル

(MX-MllOO）を図４．１３に,Jくす．操作性改稗のために.大型タッチパネル（１０.‘１

インチカラーＴＦＴ液晶）を縦に股f１ｔし．かつ．パネル面を上下左右に角度調

雅を可能にさせることで，使う人や状況に合わせて．位侭を調整することがで

きるようになった．

また,従来機でも好評だった中央部がくぼんだキー形状（ユニバーサルキー）

は．本モデルおよびすべての機樋でﾘ|き続き採用した

さらに．原稲セットのＩｈｊきをﾉjﾐす本体刻印表示については．図４．１４に示す

ように，刻印表示からラベル炎,ｆにすることで肌,泌ﾔI§をｌｈｊｋさせ，また，表,jミ

の欺味をよりわかりやすく,すために，「脈械而を上向きにセットしてくださ

い」という表示を追加した．

最後に，今回の訓在結果からは'''１:擬lKl係するものではないが．画面の表示色

について，使用する〃にj,ILやすい色で仙川することができるように．lI1liliIi色を

進択できる仕様とした．今1111のﾙﾘ代によって．Ⅲ発荷rI身のユーザビリテイに

対するマインドがより向上し，”できる限り多くの方々が．最初から気持よく

利用できるような製締をF1指した紺果による波及効果となった．

4.1.4おわりに

以上のように．ユーザが型,ＹＩを使仰}す為雛ｆを血接観察することで．ユーザ

の実際の利用状況を把握することができた．また，開発者が見つけることが閲
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