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難な，製1冊に対する潜在ニーズまでも発兄することがⅡ｣.能となった．さらに，

iI'《接観察によって，Ⅲ発州'1身のユーザビリテイに対すゐマインドがより|('11：

し．本結果を製州川発に消炎にフィードバックすることができた．

今後も．このような取組みを製品開発プロセスに取り入れて．継続的に実践

していく．

参考文献

山岡俊樹：ヒューマンデザインテクノロジー入門．ｐｐ､8-13．森北川版２００３

無知明編杵：ユーザビリテイテステイング，ｊ峨川版’２００３

ヤコブ・ニールセン・徽原稔和鵬,１<・電好かおる＃<：ユーザビリテイエンジニ

アリング原論．ｐｐ､129-160，東京砥機大学川版Aj，１９９９

社卜Ｊ１法人人間生活1:学研究センター編：ワークシヨツプ人間生活.'二学第２

巻人Ⅲl特性の理解と製砧鵬IHl，ｐｐ,124-127,メL岬株式会社‘２００５

４２行動観察を用いた機器開発の頭侃

4）

4.2行動観察を用いた機器開発の事例

4.2.1カードリーダのピクトグラム開発

オフィスビルやマンションの建物や部屋の出入りＬＩでは防犯などのセキュ

リティーあるいは勤怠符理などをロ的として．カードによる部聡の施錠．開錠

および入辿案記録が行われる傾向にある.

ある企業で，棚の出勤時に従業貝が入り1-1に殺到して渋滞ができる|川迦があ

り,その原閃を行動観察によってカードリーダの操作/iく良の典囚を明らかにし，

装置の増設やハードウエアの改良に頼らず，スムーズな読み取りを尊くカード

リーダの提案を行った．

カードリーダは非接触)則で．センサを内蔵した､ドIii部にカードの''１央部を７

～８ミリの距離まで近づけることでカード怖報を読み取る機能を持ち，カード

所有者の入退室時間の記録および扉の解錠を行う機能を有する．
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４章メーカにおける行動観察の事似

(1)現地調査

！'ﾘ｣の出勤時iIIj附にオフィスの出入11付近にピデオカメラをi役Wtし‘数1-人も

の従梁典がつぎつぎとカードをカードリーダに読み取らせ入室する微-j息を雌影

した（図4.15).

ｌ
』

ほとんどの従堆典は1度のＩ拭行でカードを読み収らせ人宅すゐことができる

が，一部の従推11は１度では成功せず２度３度と繰り返し試行することでカー

ドを縦み取らせていた．その結果，特定の従業員のために後に続く従業典がＭｉ

ぷことで行列が発生していることがわかった．

そこでカードリーダと人室荷の手元を中心に搬影し．カードの扱い〃を分析

した緋果．大きく５つのパターンに分類できた・

銃み取り成功率の高いのはカードホルダを用いるタイプで．これはホルダの

雑fl§上上部中央のタブを持ってカードを横向きにリーダ平面部に幣沸させてい

ることで．リーダ内部のセンサとカードの位悩および距離がもっとも通Ｉ１な側

係になりやすいためと.どえられる．

(2)インタビュー

賊み取りエラーを頻繁におこす従業員に対し、使い方の再現とインタビュー

醇弓二醇弓二

Ⅱ形
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４２行動観察を用いた機器卵発の碩帆 1６３

を行い‘カードとリーダに関するメンタルモデルを明らかにした．よくエラー

をおこす従業貝はカード上のＩＣチップがセンサと側係のあるものと思い込み，

この部分をリーダ中央部にあるピクトグラム部分に近づけようとしていること

がわかった（図4.16)．

ICチップ

盈孟回回

グー、

１１
、、ジ

図14.16カードのメンタルモデル

(3)ソリューション提案

①一次デザイン検討

カード側に注意文を妃紋することやカードのデザインを統一することは現炎

的ではないため．カードリーダ側のピクトグラムを改熊することとした．

カードに関する共通点は統一された寸法だけであり，この外形とカードリー

ダ内部のセンサに関する情報（センサ位祇に|M1するWi報，Ｎｉ波を用いていると

いった技術に関する怖報．近づけて検知させあといった使川〃法に関する1W淵

など）をJILに「カードの''１心部をリーダの111央付近に近づける」〃法を炎現す

るピクトグラムのデザインを-1-数案作成した．

その中から，見やすさ．わかりやすさ，カード合わせの柑度感，全体イメー

ジの伽点よりデザイン案を絞り込んだ．ピク1,グラムの炎現災紫を分類すると

次のようになった

。「雌本要素」：手とカードの向きを示す

．「テンプレート」：カードの外形線を示す
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1６４ ４単メーカにおける行動脱察の馴例

．「ターケット」：センサ位佃を示す

．「動きのガイド」：助作を猟くカード炎現

．「その他」：総披炎現，脱lﾘ１文など

各要素を改良あるいは組み合わせを変えることで，より正確なイメージ伝述

が可能と考えられる．（図4.17）

②二次デザイン検肘

一次検討で評価の間かつたピクトグラムをベースに，検知淵喚をさらに,('1iめ

るために，検知エリアのIl1心であるピクトグラムの中心とカード''１心の距離の

ばらつきを少なくすることを試みた．

ピクトグラムの中心へカードを典めるために，デザインの柵成災紫であるｆ

とカードの絵，カード外形をボすテンプレート，センサ位Wtを'ｋすターケット

に関して．線の太さおよび濃さ，表現に関するバリエーションを作成し，それ

らを組み合わせることで新しいピクトグラムを５案作成した．

(4)評価

カードリーダのセンサ検知柵庇に彬郷をおよぼすピクトグラムのデザイン柵

成要素を分析するために,評価実験を行った．作成した５案に現行のピクトグラ
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４２行動観察を用いた槻器開発の耶例 1６５

ムＩ案を加えた合計６案を用いて評価実験を行った（図4.18)．

被験着は20代から５０代の一般男女２０人で年代および性別とも人数に偏り

がないようにした．評価は実際の使川琉境に近いオフィスの廊ドで行った．サ

ンプルとなるピクトグラムが印刷された紙を貼付したカードリーダモデルをセ

ンターが高き１４００ミリの位潰に等l川隔に股ftした．

被験考は祇前に渡されたカードを持ち．行サンプルの前でカードをリーダに

､'iてる．その際に一時的に動作を止めてもらい，災験帥肋稀はそのカードの外

形をトレースする．このトレースからカードの''１心を求めることで，カードと

センサとの中心間の距離を猟川することができる．本来，センサの検知は点で

はなく，、敵を持つエリアとなっているため,このエリアにカードの中心を持っ

てくあことができたものが検知成功と砂えられゐが,よりIE碓性を期すために，

検知エリアの中心とカードの中心とのMi雌をもとめた．

平均距離がもっとも小さいのはＣ案，数仙のばらつきがもっとも小さいの

はＦ案という結果となった．Ｃ案．Ｅ案およびＦ案はいずれも平均飯離がほ

か３案に比べ小さく、テンプレートの効果があると勝えられる．八案とＤ案

を比較した場合，カードの向きを斜めから枇にすることによる効果があったと

考えられるが.テンプレートの効果に比べればそれほど影響がないともいえる．

Ｂ案とＤ案およびＦ案を比較したjﾙ合．分散価の低さから，ターゲットの適

用やテンプレートの線を弧淵することによるカードのばらつきが小さくなって

いることがわかる．強調することで検知淵皮をIWiめることができるが．ピクト

グラムが過度に目立つことで空間の澗和を乱すことのないように注意する必要

がある．

(5)まとめ

ピクトグラムのデザインイル成喫紫をアイテム／カテゴリーとして，検知エリ

ア中心-カード中心の距離を基準変数として．数ｌｌｔ化Ｉ弧を川いて分析し，構

成要素と検知精度の関連を明らかにした．

検知梢度を向上させるには，’'1心11U距離が小さいほうがよいため．レンジの

値の小さいデザイン災紫を組み合わせることで．もっとも適したピクトグラム

を作成した（図4.19)．

実際の製品には空間調和や独rI性など別の理111でデザインが変更されること
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図４．１９カードリーダの導入堺例

がある．このようなj〃合でもピクトグラムのデザイン柵成災紫と検知籾度の関

巡を把捉しておけば．雌適化されたピクトグラムを作成することができる．

4.2.2レーザー墨出し器のデザイン開発

「ｊ細l}し」とは，Ｉ§ﾘI:の際，位俄決めの蝉Ｉｉｉとな為個I‘[線や水平線を出す作

難のことであり．処築I:ﾘ『では柱，鉄‘冊，鉄筋，造作物の位世決め‘空調設術

工』11:ではアンカ．ダクトの位佃決め，内装工事では間ｲﾋ切りの位置決め．電気

エリI:では照明器』し，配線器｣↓,分111盤の位価決め，そのほか左噌．タイル，ク

ロス，杵工ﾘＩなどに必要な作難でああ．

レーザー鵬出し器はレーザー光のlIl〔進性を利用して，これらのｴﾘｆに必要な

ポイントやラインを床，砿尺ﾉI:に映し出す道具である．

デザイナーはこのような作業維験はほとんどなく，道典に関しても特に詳し

いわけではないため，知伽や維験からだけでなく，ユーザから‘hIiWiを得なけれ

ばならない．

時にプロフェッショナルが仙川する道典をデザインする際に注意しなければ

ならないことは．機能'W;，仙川性をきちんと押さえ，表Iii的な造形にならない

ようにすることでああ．そのためｲnIIj剛察などの,柵在を皿じて，作業特性と現

状の1111胆ＡＩ:の,ﾘ脚fをij:い，コンプレインヘの対応と淵ｲl;ニーズのMlIi)起こしを

行った．
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IMll420巡築現場と作梁風殿

(1)作業と現場の把握

レーザーノ‘M1'Ｌ器が使川されるビルや住宅建築現場にて作業の,11〔接観察を

ｲj:った．しかしﾙﾘﾙにて''１のｗＩｌ'i知搬もなしに洪然と観察したところで．１ＭLら

れあ州ilIはほとんどなかった．何皮か現j勝に迎い,道具の使いかただけでなく，

作紫凋ＩＩｉなど工聯作業そのものに関するある稗度の知識を持つべきである．

IlIliiIの棚察をｲj:うことで，兄るべきポイントや動作の微妙な潅巽といったい

わゆる剛↓察の伽所」に弧づくようになる．水洲ｆｗ)慨察の,iiIにあらかじめこ

のようなポイントを他したフォーマットを作成すれば，観察記録やその後の分

析の効率化が倒れる．

以ドに'J§す作業聯性のJmlを把握するために．写真撮影．メモ・アンケート

IiM充，インタビュー1,M代もIi1時に行った．また現ｲ,§使川している道典の不満点

などもｊM在した（図4.20)．

・作業空IHI：作業規模，明るさ．挨っぽさ．資材の配砥など

・作業荷：職孤，人数，人間関係など

・仙川機器：作業別の道其．保符．巡搬など

・作業内群：作梁の手噸，作難時11Mなど

・要求IY1質：I汁測項１．１“作業別の要求精度など
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ヒンジ部分のディテール
･Ｗｊ桁感と略牢感の両髄 弓精密感のあるカラーリング

･コントラス1,の尚い配色一〉１Wいところでの視I泌性

弧い勝手に彫響し鞭い大きさ弓熱鰯篭窄職
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ディテールの検肘撮りやすさの検討 安 定 感 の 検 討

図４．２１デザインの検討

(2)デザイン提案

全長，↑u池などのﾉ,喋水条件を満たしたうえで既存の三脚などを参考に数多く

のアイデアスケッチを行った．

作災と作業塊jﾙの洲企から出てきた｢暗いl率現場でI-1立つ｣｢収納しやすさ‐

｢ﾈ１１波が.'1ｔ典」といったユーザ要求事項より「堅牢性」「糖密感」「プロユース

というコンセプトを股だし，それらにマツ

チしたデザイン難を逸出しモデルを作製し

た（図4.21)．

(3)ユーザ評価

レーザー蝋出し器のユーザにはさまざま

な峨棚のl仙人がおり．辿典の機能とj倣人の

使川性をマッチさせるために笈際のユーザ

による‘洲11i・検証がｲくⅡ｢欠である．

デザインモデルを持って.ピル建設現場．

仇宅処築現｣ﾋﾙにて内装I:111．価気工ﾘ・大

I:の】職人合!}１．十数人に対し使川性,評価を

行った（図４‘22)．
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図'４．２２使川性評価
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４２行動胆蹴を用いた機器開発の事侃 1【説

(a）評価の目的

評価のII的を以・ドに示す

・アンケート洲企などではわからない定性的なデータの入手

・個人ではなく職人グループとしてのユーザ要求事項の整理

・職種別の作業内詳やユーザ要求'1噸の違いの明確化

・職樋別の使用条i'1:の述いの把掘など

(b）調査方法

妓初にモデルの使い方を細りjしたあと，複数の職人にモデルを川いた作業11ﾘ，

作を行ってもらう．作業中は111雌棚察のほかに作業環境．作業手順プロトコ

ルなどの記録を行った．

槻察:荷は級数おり，符iiM察特はそれぞれ独''1に職人の作業を観察し、終｣-後

その結果を集約した．

また作業後にすべての職人を染め以ドの要領でグループインタビューを行っ

た．

・現在使川中のレーザー鵬出し勝とモデルとの比蚊

・複数の職人I‘１土で愈兄を川し合ってもらう

．異なる職種の職人側上で怠』,iLを川し合ってもらう

(c）結果

観察杵が襖数いるため，伽祭紡果には1,,Lかたや､ﾘ断にばらつきがあI)，，iMl代

結果の集約が必嬰となる．

ほとんどの観察脊が気づいた瓜11はｲ蔚頼性が商いと巻えられる一〃‘一部の

観察者だけが気づいた項11は，イ則iwl;が低いノイズのようなものか，あるいは

その観察稀の屈伽に依作したものかもしれない．このような項Ｉ･Ｉは独'‘Iの拠点

から新しい発｣,,Lにつながる'１｣.能性もあり，器項１１を明らかにしておくことで．

再調査による潜在ニーズの発掘や製品の特徴づけに生かすことができる．観察

結果の集約のイメージを示す（図4.23)．

リド前調盗およびユーザ評価の紡米．ｊ岬K別に求められる製砧仕様の述いが明

らかになった製船化様の決定のイメージを示し（図4.24)，それにｊｌＬづいて

製貼ラインナップの方向桃を次のように決定した．

・各職種共通のユーザ要求ﾘ”〔は械堆ｲl冒様化
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図４．２４製品の仕搬決定のイメージ

･職種ごとに異なる要求項側は別仕様とオプション般定で対応

またユーザ評価で柵られた冊州iや行動観察から得られた仮I悦は．Ｉｉ雌インタ

ビューを行ったり．改良モデルを用いて博,検証することで製舶の作り込みを行

い，仕様を決定した（図4.25)．

(4)まとめ

デザイナーや技術荷にとってなじみの少ない製１１ｈの|州発プロセスにおいて‘

このように『ユーザによる検紙と結果のフィードバック」のサイクルを時Ⅲlの

許す限り繰り返すことが製品の完成度を尚めるのに不I1r欠であるといえろ．

しかし．いくつもの現場に通ったことで見えてきたことは．
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園
1１

、
図'４．２５レーザー蝿出し器

1７１

．「現jルは忙しく時に荒々 しい」

．「ユーザは11によって気分によって述うことを言うことがある」

．「見たことのないもの（‘蝶レベルの表現)や動作しないもの(スケッチ）

にはうまく稗えられない」

ということである．．

！”現jﾋﾙに限らず，このような11M襟の現｣kMiでは言葉や文字に頼らない調企方

法である面接観察は非常に有効な手段である．

面接観察のＦ法はある税度の”凡て感じる”維験を研む必要があると同時に．

複数のIMM察汁の結果災約の技術をlf'j上させることがより柿皮のi9Hい,ﾘﾘ従結果に

結びつくため,製IVllIM発にあたって仮脱)Z案,試作検村までのプロセスをスムー

ズに行うためにも必要な祇法である．

4.2.3洗面化粧台のデザイン開発

化も股伽機器であ為洗1m化州l;台のM1発にあたり，処築空|Ｈ１としての洗川i室の

しつらえ．および股州としての洗Ⅲi化粧台の機能のIlhi面を考慮した．

また製,Ｉｌ１Ｉの性格上．ユニバーサルデザインを巷噸し‘年齢身体機能など人

のさまざまな脱性や!|州ｉにかかわらず，’'1能な限り脈もが使えることを(}指し

た．

そのために空llljとモノの機能とユーザの３つの〃向から検討を行った．
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(1)空間の調査

机上の検討だけでは不十分なため，家庭のI伽111J雑なと'・機器を彼|i'tする洗

lIIi空llIIを‘ﾘﾘ在することは必要不IIJ･欠である．

投計図面．実測によるレイアウト図，写真や現場でのスケッチなどにより，

部歴の配悩，入口や浴室との関係．空間の広さ・形状．家具や投備の配雌など

を,肥録する．

(2)モノの調査

洗IiW空IＩには家具や洗漉機などの家電から，１１川船，化粧1V,などの小物まで

さまざまな物品が設腫・収納される．これらの用途，大きさ．数ｌｌｔ、浦潔さの

I》<分などによる分類と収納先の設定は被制するうえで爪喫な災紫であり‘でき

るだけ11'肘ﾉI妬に近い状態で洲推したい．

しかし．これらの捌査にはプライバシーに関す為怖報も含まれるため，Ｉ淵炎

の協力が得にくく，また立会いの際にきれいに片付けられた部雌に案lﾉjされる

など，ノkflIiの実態を見るという本来の柵州1的に沿わないこともある．

プライバシーを確保しつつ，イj効なI洲代をするために．Ｉ剛端本人や近W崎

の家庭を肋間,洲査することはよく行われる．

また柵布協ﾉJ者自身に調査を依頼する方法もある．例として．使い総てカメ

ラと返Ｉｉ棚の封筒を洲交協ﾉJ者に送付し，ｌ:lら使用環境のりj:典を搬膨し‘無記

満で返送してもらうことは．嘘名性を確保しつつ，IIIlil紬ii服を１１ﾄ為にはｲ『効な

．f段である．またその際．簡単なアンケート捌従なども可能である（図4.26)．

ユニークな方法としては．製品の使用痕跡を綱森したり．現状の不満を解消

図４．２６仙用充熊例

.｛

覇
I鰯１

噺
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するためにユーザ日ら改良した簡所を調交することなども日附ﾉk満にかかわり

の深い製【H1の間凹点を抽出するにはｲ『効である．

(3)ユーザの調査

洗面化粧台はそこに住む家族令ｕが使用するため，さまざまなユーザを想定

するためのユーザ訓梅は不Ilj,欠である．

洲企では家族柵成，年|愉，′|'k別‘身1&など身体将性，特にiWi齢特や米就'､;:児

のｲ『無のほか，イ｣:われ為ｲj:為（化桃洗M1など）と'１洲'１（'1ⅧI'|W，所脚ｌｆｌｌＩｌ)，

他廉に関する情報が収災される．

行為に関する傭報収集の〃法として．現地調迩では直接観察による洗而など

日常行為の記録のほか．ｌｉｉｌ時にビデオによる記録，ユーザに対すあアンケート

やインタビューが行われることが多い．

また実験室での洲:fifでは．概数の洗面化粧台を並べてユーザに順稀に使用し

てもらうことで，動作の述いを細かく兇比べて観察できたり，ユーザ側も比較

対象があることで伽州に群えやすい（図4.27)．

ユーザ11M炎において，アンケートやインタビューはユーザのⅧ‘;化したニー

ズを把握するにはｲ｢効でああが，無戯拙に感じている不満や11術行為に隠れた

不便さを抽出するためには．できるだけ容観的，定性的，比較的に捉える必要

があり．行動観察はｲ｢効なＦ法である．

(4)試作と評価

空間,モノおよびユーザの,IlAIfで得られた結果より洗面化粧台の伏作を行い，

それを評価した．

図４．２７ユーザ訓介
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図４．２８さまざまなユーザ

Ｈ常生活で洗IiIi化粧台を使用するおもな行為である，手洗い．洗１，小物洗

いの行為をタスクとして股だし，‘洲企者はユーザのそれぞれのタスクに対する

動作をビデオカメラで11.録するとともに.観察のなかで気づいた点を記述する．

また動作に関する身体負担や精神負担に関する官能評価を行ったり．特に必

要であれば筋fIilxIなどのﾉＭ１的評価も行う．

タスク終｣参後にそれらに対し，たとえば「なぜそこで手をついたのか」とか

｢なぜそこで-･歩1『がったのか」といった質問を行う．ユーザは側lllされては

じめてその動作をしたことに気づくことも多く．これらの助作が無恵識のうち

に行われていることがわかる，

１１常行為のなかにはその人それぞれの行動文化が雌,Zしており，Ｉ‘1分が､'1り

前だと思っていた動作が独特なものであったり，不便であっても倣れてしまっ

て気にならなくなっていること，身体特性，年齢およびfklMf状態による動作の

特徴などを行動観察をｊｍじて明らかにすることは製IY1の使いやすさの向上に

とって砿災なヒントにな為（図428)．

(5)まとめ

住宅設備機器など多械なユーザが使用するものは．ユニバーサルデザインの

視点から発想することが求められる．デザイナーや設計杵は空lNI・モノ，ユー

ザの特性とそれらの側係性を理解し、製品を1%l発するためにさまざまなI洲在を

行う．

杢間の調在では広さ，明るさ，披世物。部屋の配lifjtなど．モノのiﾘM査では物

品．用途．大きさ．使い方など．ユーザの調在では家族H#成．年齢．身体寸法，
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身体特性，行われる行為などを対段とするが．できるだけ詳細に実態を把握し

ようとすれば，ユーザのプライバシーの雌に､１１ることも多く，雁紹ﾔk硫保への

陥噸も必渓となる．

ユーザ洲炎は家庭や実験案などで行われ，１１術行われる些本的な行為を中心

に，而接観察などにより股備-モノのシステムがユーザの動作におよぼす影響

が柵梅される．また必災に応じて'１.『能排mi‘ノkJ1M的評価も行われ，総合的に評

ｲIiliきれる．

得られた納采は身災などユーザの身体特性にかかわる頂目と生活習慣など行

動特性にかかわる頂１１などに分類することで．製品の基本的仕様．カスタマイ

ズIﾘ能な卯１，オプションの股定などにⅨ映され，ユニバーサルデザインの視

点での製胎の仙川性向上が似'られる．
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111:の''１は常に進化し続けている．これまで不可能と考えられてきたことが，

あるきっかけでいつの間にか実現できる環境になっていることが少なくない

観察法もユビキタス時代にあって．その枠組みを再度考え直さなければなら

ないと思われる

ここでは，１１tのi11のあらゆあものがネットワークで州11:に接続され，センサ

が篭る所に恨り巡らされた社会における観察法を考えてみることにする．

(1)直接観察法の問題点

これまでの職で．Ⅱ！〔接棚察法の優位性を述べてきた．しかしながら，観察将

とユーザがほぼ１対１の側係となるこの手法は，必然的に少数サンプルをjKjUUl

lIIlIⅢ炎するのみにfWまることになる．

ひるがえってみるに，そのきわめてわずかの機会においてユーザの新たな行

1Ii1ljl州;が'ﾘIリルたとすれば，それは該斯製品を使用する全ユーザの行動のうち

のわずか数例がi＃られたに過ぎないと勝えるのが妥､11であろう．

すなわち．ユーザ総体として得られあであろう新たな知1,11』は，そのﾉ<､卜がい

まだ観察汁に縦づかれずにユーザの傍らに埋もれていると考えるべきである．

この間巡を解決するためには．この手法の持ち味を生かしたまま大雌ユーザ

をlIil時にかつ災lUllillにわたって観察できるような，新しい時代の捌祭法をﾉkみ

出す必要がある．111雛観察法をｲIりらかの〃法で拡張し、ユーザ総体の典の唆を

過不足なく捉える手法が必要である．

たとえば図５．１のような「行動特性1.000件が隠れていると思われる氷111」

があると仮定する．このときユーザの顕在意識下にあり，アンケート下法やグ

ループインタビューなどで兇えてくる行動特性の件数は１０()作程度であろう．

すなわち．これまで兄てきた辿り．水面下には行動特性の大きな氷塊900件が

眠っている．
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iimI:接観察法ではユーザの滞在意仙の行動特性を明らかにすることができる．

あるユーザを１１１棚祭すあことにより’３０１'i:穐度の新たな行動僻伽の知見

を御ることができたとする．これはアンケート下法やグループインタビューな

どでは緋ることができない此11tな行動特惟である．

しかしよくどえてみると．その３０件は1名のユーザの観察によって得られ

たものであI)，明らかになったのはこれで

も合叶130件でああ．氷１１１に眠っているま

だ明らかにされていない870件の行動時性

の方がはるかに多い（図5.2)．

ここで典に必要な手段は．水i、門体を下

げることである．そうしないと氷111余体は

決して兄えることがない．すなわち‘本』１

に必要なことは「氷山の全批検森」なので

ある（図5.3)．

皿倫的には．１１‘〔接飢察法を令ユーザ．全

製1V,ライフタイムに適川すれば「氷111の全

地検企」が可能である．しかし．現実には

コスト而などのlllj組で到底ｲく11j・能である

では，どのようにすればこれを火現でき

為のであろうか．

モノづくI)の'11:界において，昨今では』％

たり前のように全}it検在が行われるように

なっている．メーカが｜不良1V'ゼロ」をⅡ

術す以上．全}ｉｔ検ifI§は､11然のこととして捉

えられよう．

モノづくりにおけるＫ柴製IW1に対する従

来の検在〃法は，大'1tﾉk雌されるロットの

｢'１から数点を進ぴ川し，別顎にて＃1群に検

在を行う．これが合格すればロット令体を

合格品として扱うというものであった．こ

'1001 恥10

/、

図５．１氷山の一角（そのｌ）

l湖 S7p

図５２氷山の-.･角（その２】

lOOC

図'５．３氷111の一角（その３）
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れが抜き取り検在である．

これに対して，全般検禿では大股生廠される製逝装俄の111に検森装侭が組み

込まれる.このため検森方法も製造の流れを止めないような方式が求められる．

このような技術はテクノロジーの進化により可能になってきたものである．

ひるがえって直接観察法は．抜き取り検森的である．すなわち全ユーザのう

ち数名から数十名をサンプルとして抜き取り．制密に検杏しようという澗在方

針である．これではどのようにしても全体の状態を把搬することにはならない

のである．すなわち．調査対象の件数が少なすぎるのである．

さて．ユビキタスネットワークなどの社会基盤の整備を契機とし，観察の分

野でも次第に全jit検在が可能になってきている．特に高齢者に対する見守り技

術ではこの考え方が先行している．俳桐防止のための位Wt検知技術などを用い

て「薄い」全逓検査を常に行っているのである．すなわちこれは，高齢者に対

する間接的な観察を常時実施していることと等価である．

見方を変えれば．これらの技術を用いて製品の使いやすさについて全蛍検査

をすることが可能になってくるのである．

直接観察法の手法の中で．痕跡を観察する手法がある（１章p､33)．

この痕跡の調査には大きな特徴がある．それは，「時間・空間を超える調査

が可能である」ということである．

人の行動を直接観察する場合には観察者が術に１対１で現場に狼り付いてい

なければならなかった．しかし．痕跡澗査では，過去に人川が行動した結果と

して製品に残る痕跡について，現在において調査することになる．このため観

察者はある一定時間ごとに対象となる製品を丹念に調査するだけでよい．さら

には，同様な製品について複数の現場を回って側在することで大脳ユーザの観

察が可能となる．

たとえば「雌車の吊り革の持ち方の調森」という課題があったとしよう．

直接人の行動を観察する場合では.観察者は運行中の睡車の中に数時間立ち，

使用者の行動を逐次記録する必要がある．さらにこれを複数車両で実施し、数

を稼ぐ必要があろう')．

これに対し，痕跡を澗査する珊合では，観察者は営業終了後に車叩に入った

遜車の吊り革の状態を一斉澗査することになる．吊り莱のねじれ具合を調べて
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いくのである．この場合，人の行動を直接観察する場合と比較して効率のよい

データ収集が可能となる．時MlI的な拘束が少なく，また数最的にも十分なデー

タを得やすい．

このように,多くのデータを比較的容易に集めることが可能な痕跡の観察は，

人の行動を観察する場合と比較して一般化する際に有利となる．

そうであれば，この浪跡を積極的に残すような製胎をユーザに提供すること

で．ユーザの製品の使い方を明らかにできるのではないかと考えられる．

たとえば自動ドアを例に挙げる．この種のドアは人の熱や人の通過を感知す

るセンサにより開閉が制御されている．また，開いたドアが閉まりかけた時に

運悪く人が挟まれた場合には，その障害を検知し，ドアが開く動作に切り替わ

るようになっている．

すなわち自動ドアを制御している組み込みコンピュータは，センサにより人

が接近したという情報や．人が挟まれたという情報を観察しながら動作してい

るのである．

自動ドアのセンサから枠られる傭報を時刻とともにデジタルデータとして記

録するような機構を自動ドア自身に組み込むことができれば，デジタル的な痕

跡が残ることになる．

この情報を分析することで，そのドアを通過する人の流れの時間的変化や，

ドアに挟まれるなど，ヒヤリハット事象の件数を明らかにできる．

また，複数個所に設置されている自動ドアごとの使用頻度の速いやヒヤリ

ハット事象の多寡などが明らかとなるならば，製品間の使いやすさの程度など

が比較可能となる．

また，般近のトイレを例に考えてみる．省エネ意繊の高まりにより，普段使

わないトイレでは，照明を落としているところがある．トイレに入ってくる人

をセンサが検知すると天井の照明が点灯する.このとき天井を見上げていると，

自分が動くにつれその場所の照明が順次点灯していくのがわかる．

さて．用を足してフラッシュパルプを操作し水を流す．洗面台に来ると該当

の照明が点灯する．そこで自動水栓に手をかざすと自助的に水が出てくる．こ

の自動水栓も水を流しっぱなしにしないための省エネ装世である．もちろん不

特定多数の人が使用する場所での手で直接機器を触れさせないという衛生面の


