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１．はじめに

調査は，2013年1月17日に実施した．ある高齢者のための施

筆頭著者らは，人工物の付加価値としての「かわいい」とい

設に通所されている方の中で，事前の説明の内容を理解した上

う感性価値に着目し，その物理的属性を系統的に解析する研究

で調査への協力を希望して当日来所下さった6名の女性高齢者

を行ってきた[1][2]．また，空間やインタラクティブシステムか

にご協力いただいた．6名の年齢は75歳から80歳であった．

ら人が感じるわくわく感に対して，生体信号を利用して把握す

調査手順は以下のとおりで，秋元が進行を担当した．

る試みも行っており（例えば[3][4]），かわいい感と生体信号（心

(1)

拍，脳波）との関係についても研究成果を得ている[5]．

を調査する旨，またその際に心拍と脳波を測定する旨

一方筆頭著者らは，障碍者を対象としたインタラクティブシ
ステムの開発など福祉情報工学分野の研究も行っており[6]，福

事前に，スプーンを見てもらい，どのように感じるか
を書面で説明する．

(2)

おかゆを食べる場面を想定し，実験協力者には，1人ず

祉機器の感性価値としての「かわいい」の可能性にも思いをは

つ，おかゆの入ったお椀の置いてあるテーブルの前の

せていた．すなわち，ディズニーのプリンセスがプリントされ

椅子に座ってもらう．

た車いすのスポークカバー（ヤマハ発動機）などもあるが，一

(3)

般的に「かわいい福祉機器」は福祉機器全体から考えると非常
に少なく，「かわいい福祉機器」が使用者に与える心理的な効

らい，計測状態を確認する．
(4)

用についてもっと評価されるべきではないかと考えてきた．

らう．
(5)

る試みを行い，そのデータを解析する機会を得た．本稿はその
結果について報告する．

その20秒後に，お盆の上（デザートスプーンの左横）
に，かわいいスプーン(A)を置いて，見てもらう．

(6)

その20秒後に，お盆の上（かわいいスプーン（A）の左

(7)

その20秒後に，お盆の上（かわいいスプーン（B）の左

(8)

20秒見てもらった後に，各スプーンの印象について口

２．調査方法

横）に，かわいいスプーン(B)を置いて，見てもらう．

対象は，以下の4種類のスプーンである．かわいいスプーン
は，いずれも青芳製作所製のプレーンなスプーンをネイリスト
に華燭してもらった（図1）．


開始の合図から40秒後に，お椀の手前にプレーンなデ
ザートスプーン(P)をお盆に載せた状態で出し，見ても

そのような中，「かわいいスプーンを試作して高齢者に使用
してもらうとしたら，高齢者はどのように感じるか」を調査す

実験協力者に心拍計と脳波計のセンサーを装着しても

プレーンなデザートスプーン(P)

横）に，かわいいスプーン(C)を置いて，見てもらう．
頭でアンケートをとる．



かわいいスプーン（A）（グレーの地にラメ入り）



かわいいスプーン（B）（赤いルビー色の石）



かわいいスプーン（C）（ピンクのリボン）

(5)から(7)のかわいいスプーンを見せる順番は，(A)からと
(C)からの2通りについてカウンターバランスをとった．(4)か
ら(7)の間の約3分間，心拍と脳波を測定した．なお，心拍の
測定には㈱GM3のRF-ECG EK，脳波の測定には㈱能力開発
研究所のアルファテックⅣを用いた．口頭アンケートでは，
一番気に入ったスプーンはどれか，スプーンそれぞれに対す

(A)
(C)

る見た目や持った感じの印象などについて聞き取った．
また全員の調査終了後に，改めて全員に一堂に会してもら
い，今回見てもらったスプーンについての印象を雑談の形で
自由に話してもらった．
３．調査結果 と考察
口頭アンケートの結果，一番使いたいスプーンは，全員がか

(B)

わいいスプーン(A)と回答した．理由は，かわいいスプーン(A)
は「スマート」，「飽きがこない」，「御馳走に合う」，「ご

図1．かわいいスプーン

ちゃごちゃしていない」などであった．一方かわいいスプーン
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(C)に対しては，「小学生の孫に使わせたい」という声が4名か

立場などの購買行動への影響を示しており，今後「かわいい」

ら出され，また「リボンがかわいい」などの声もあった．

あるいは「わくわく感」の感性計測の結果をマーケティングに

調査終了後の話し合いでは，「スプーン(A)をギフトに使い
たい」という意見が出た一方，「高齢者である自分が使うには

適用する際に注意すべき点と考えられる．
４．まとめ

スプーン(A)だが，好きなのはスプーン(C)だった」という協力

「かわいいスプーンを試作して高齢者に使用してもらうと

者が数名現れた．また，「自分は赤が好きだ」という理由など

したら，高齢者はどのように感じるか」を調査する試みを行い，

から「好きなのはスプーン(B)」という協力者も数名現れた．

そのデータを解析する機会を得た．6名の女性高齢者にご協力

脳波と心拍については，各スプーンを見ている20秒間の平均

いただいた．最後に行った雑談での「好きなスプーン」と平均

値を協力者ごとに算出した．平均値を算出したのは，脳波のア

心拍数とに関係性が確認され，かわいいスプーンを見ることで

ルファ波とベータ波，および心拍数である．ただし心拍数は，

心がときめく可能性が示唆された．また心がときめくことと購

拍動（R波）が起こるごとにその直前の拍動との時間間隔（RR

買行動が必ずしも直結しないというマーケティングの観点か

間隔）から算出した心拍数（1分あたり）をその時点での心拍

らの問題点も明らかになった．

数とし，20秒間に算出された心拍数を単純平均した．これは厳

なお，今回の調査には，使用した4種類のスプーンの大きさ

密に算出した平均心拍数とは異なる．口頭アンケートや話し合

や形状がまちまちであり，「口に入れる部分の大きさ」や「柄

いの結果と対応がついた心拍数の結果について図2に示す．

のカーブ」など，華燭以外の要素が印象に混入してしまった点

この結果から得られたことを以下に列挙する．



や，協力者が女性のみなど，いくつかの問題点があった．今後

いずれの協力者も，見ているスプーンごとの平均心拍数

さらに統制した条件で調査を行うことで，さらに定量的な結果

が上がったり下がったりしていた．

が得られるものと期待される．

協力者1から３は，プレーンなスプーン（P）よりかわい

最後に，調査を行う機会や場所を提供いただいたドットコム

いスプーン(A)(B)(C)を見ているときの方が平均心拍数が

マーケティング社長の政金一嘉氏，グループホーム仲町センタ

高かった．また協力者４から６は，必ずしもかわいいス

ー長の新田容子氏，調査にご参加いただいた協力者の皆様に謝

プーンを見ているときの方が平均心拍数が高いとは言え

意を表します．

なかったが，最も平均心拍数の高いスプーンはかわいい



スプーン(B)または(C)を見ているときであった．
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図2．各協力者の平均心拍数

協力者６

（横軸はスプーンの種類，縦軸の単位はBPM）
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