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1.  はじめに 

 

施設を総合的に，また長期的なライフサイクルを考

えて，施設オーナー・利用者へのサービスとして戦略

的な運営，また運用管理をするファシリティマネジメ

ント（以下，FM と称す）が日本に定着して 20 年を越

える。FM の中で，施設利用者を対象に施設の使いや

すさ・居心地などの環境を評価する POE（Pre/Post 

Occupancy Evaluation：施設利用者満足度評価）は，米

国から導入当初，人間・企業（団体）・社会のための施

設のあるべき姿を改めて問うよい機会として捉えるこ

とができた。初期の POE は，業務の集中度合いや作業

効率性，また快適性として，温熱感や明るさ感，また

開放感など空間に置かれた人間の心理評価と物理的な

空間・設備の特性の関係を探り，計画技術のノウハウ

構築を目指した。その後，室内環境の基準値の洗い出

しにとどまらず，FM 戦略・計画段階における施設利

用者のニーズ抽出から施設のあり方を探るため，評価

の構造化を目指す研究が進められている。 

また，施設に寄せる顧客の期待も年々高度化してい

る。オフィスを例に挙げると、少子化日本の経済を支

える上で，知的生産性の向上が急務となっている。国

土交通省では，知的生産研究の重要性を早くから認識

し，産官学連携の研究委員会を 2007 年度から発足させ，

研究を推進しており 1），デスクワークの効率化に限ら

ず，人々が働く場全体を有機的なシステムとして捉え，

知的生産性を高める知識創造行動の場としてのワーク

プレイスの研究が進められている。 

筆者らは，利用者ニーズを構造的に把握する手法と

して，T-PALET（ティ・パレット）と称する個別イン

タビュー手法を開発し，実務展開してきた。本報では，

T-PALET について紹介するとともに，今回開発を行っ

た，将来のファシリティビジョンを明確にすることを

目的に ICT を活用した新手法について報告する。また

本手法の検証として，ワークプレイスを対象に，知的

生産性向上などのファシリティビジョン形成への本手

法の効果について報告する。 

 

2.  T-PALET（個別インタビュー手法） 

 

2.1  T-PALET の概要 

T-PALET は，評価グリッド法の理論をベースとした
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写真-1 T-PALET 調査風景とインタビューボード 
Photo.1  T-PALET Interview scenery and a Interview board 
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インタビュー方法として 1990 年に開発された（写真-

1 ）。 評 価 グ リ ッ ド 法 と は ， 臨 床 心 理 学 者

G.A.Kelly(1955)の開発した面接調査手法であるレパー

トリー・グリッド法を 1986 年に讃井・乾が発展改良 2)

したもので，人々の環境に対する認知構造のうち，特

に評価に関与する部分を現象学的に解明することを目

的とし，インタビューにより評価項目を抽出し，オリ

ジナルコンストラクト理論による言語の意味から生ま

れる二極構造をモデルとして科学的に分析・整理する

ものである。抽出された評価項目は，ラダーリングと

呼ぶ評価項目の上位下位の位置づけを評価し，階層化

することで，ニーズの相互の因果関係を構造化するこ

とが可能となる（図-1）。この手法により，インタビュ

ア（設計者・研究者など）の頭にある「プロ意識の認

知構造」というフィルターを通さず，建物の使い手

（施主など）の立場からストレートに建物環境の評

価・意見を抽出できる優れた利点があるため，様々な

研究・調査目的に使用されている。 

T-PALET は，このような評価グリッド法を施設計画

の技術に応用することで開発した。3)
T-PALET では計

画対象となる施設と，計画施設の比較対象となる施設

をカード化し，ボード上で相互の位置づけを一対比較

により評価する。さらにラダーリングにより，その理

由や実現のためのヒントを尋ね，評価項目が満たされ

ることの効用や価値を確認する。 

2.2  T-PALET の特徴と実績 

筆者らは T-PALET の開発以来，23 年にわたり約 400

件の T-PALET による個別インタビューを，施設利用者

が個々に抱えるワークスタイルやワークプレイスの課

題，また，将来的にあるべき姿をニーズとして，あり

のままに抽出する POE として活用してきた。 

施設を計画するにあたり，求められる建築物は個別

性が高いため，どの施設にも共通となる快適性や機能

性などの要求条件項目は，基本的な環境整備の部分に

限られる傾向がある。具体的には，空調制御や光環境

や一人あたりの執務面積といった，いわゆる「当たり

前品質」の項目に限られる。このような「当たり前品

質」は，あえて施設利用者ニーズを把握しなくても居

住環境の品質として当然確保すべき項目である。計画

を進める上では，現状の施設環境の問題点を解決する

ためだけではなく，各企業・団体の個別性を踏まえた

オリジナル評価項目である「魅力品質」まで網羅する

ことが重要である。魅力品質では，生産ラインや商品

開発の合理化を目的とした企業ごとの課題を解決する

他，企業の歴史やコーポレートイメージを表現するこ

とにより，企業ブランドを向上させ，ワーカーの組織

への愛着や帰属意識を高めるなど，幅広い指針作成を

行う。各ケースに即した施設ニーズをコンセプト化す

るステップを図-2 に示す。ステップを円滑に手戻りな

図-2 FM 技術を活用した施設づくりの進め方 
Fig.2  The process of the facilities planning which utilized FM technology  

図-1 ラダーリングの質問方法 

Fig.1  Questioning technique of laddering 
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く進めるため，最初のステップである施設関係者のイ

ンタビューで抽出したニーズによる課題整理と，ある

べき将来ビジョンを構築することが肝要である。 

2.3  T-PALET の課題と新手法の開発方針 

T-PALET は，施設名や写真などカードを刺激とした

インタビュー対象者の施設環境の想起により，潜在的

なニーズを把握する手法である。施設利用者（対象者）

の暗黙知からその企業文化やブランド，商品づくり・

サービスなどのニーズを形式知化し，その実現のため

に施設環境条件を取り出すことができることに手法の

特徴がある。対象者が現在，または過去に体験してい

る施設に関するニーズは引き出しやすい良さがある反

面，現存する施設名では想起されない（気が付かない）

項目が抽出されないことが課題である。つまり，現存

する施設に関する当たり前品質は比較的抽出しやすい

が，現存する施設を超えた将来ビジョンとして考える

べき魅力品質の抽出には限界がある。特に知的生産性

向上を目的とした計画のように，高付加価値かつ現状

の環境の延長線上を超えた品質が求められる項目は，

T-PALET では抽出が難しい。 

そこで，T-PALET を補完し，魅力品質を抽出する手

法として，箱庭手法に着目した。箱庭手法を応用した

オフィス環境ニーズ把握の実験は，模型を用いた研究
4)がある。このオフィス模型による，施設利用者自ら手

を動かして作りこむ作業を通して，まだ現存しない施

設に対するニーズを具体化するための手法として，オ

リジナルの箱庭療法と同等の効果が示されていた。 

しかし模型を用いた箱庭手法では，現実の空間に模

型を直接触って操作できるというハンドリングのよさ

や立体視できるというわかりやすさがあるが，調査の

準備やメンテナンスが課題となる。実務的な調査では

オフィスのみならず多用途で利用でき，かつ調査準備

の手間やコストが極力かからない手法が求められる。

また室内と屋外との関係や，対象敷地と地域の関係な

どを示す場合，模型では構築する範囲が広範に及んで

しまう。またそのような概念や関係性を示すためには，

具体的な模型を用いるとスケールなどが気になり，表

現しづらく，図形のような抽象的な表現のほうが適し

ている。そこで，こうした課題を解決するため，ICT

と箱庭手法を活用した２つのインタビュー手法を開発

した。 

２つのインタビュー手法の位置づけを図-3 に示す。

計画初期段階で，まず T-PALET により施設計画を進め

る上での課題を抽出整理し，次にタブレットのアプリ

で図形やイラストを操作することにより，施設の将来

ビジョンを明確にする。これにより現在の環境にとら

われず，独自項目が抽出されることを狙う。この一つ

目の技術を「T-PALET
+」（ティ・パレット プラス）と

呼ぶ。さらに，計画後期において詳細なインテリアや

レイアウトを具体化する際に，現在の施設環境では体

験できない空間をバーチャルリアリティ（以下，VR と

称す）を利用して仮想体感させることにより独自項目

が抽出されることを狙う。この二つ目の技術を「T-

PALET＋V」（ティ・パレット プラスブイ）と呼ぶ。本

報では，T-PALET
+と T-PALET＋Vについて，概要とその

特徴・効果について報告する。 

 

3.  T-PALET+の開発 

 

3.1  T-PALET
+
のシステム概要および検証 

T-PALET＋では，１）アイテム選択画面・２）図形選

択画面・３）振り返り再生機能の３つの機能を実装し

た（図-4）。 

図-3 各インタビュー手法の位置づけ 
Fig.3  Positioning of the each interview method 

図-4 システム画面 
Fig.4  System screen observation stations 
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3.1.1  アイテム選択機能 

箱庭療法ではアイテムが棚に格納されており全体像

を把握しやすいが，タブレットでは画面サイズの制約

がある。そこで本システムでは，全画面表示とし，画

面スクロールしてアイテムを選択できる機能を設けた。

またスクロールしないと全体像が把握できないため，

どこに何が格納されているか把握しにくい。そのため，

アイテムをフォルダーで分類する機能を設けた。後述

の二つの実験では「Ⅰ．周辺環境」「Ⅱ．建物・施設」

「Ⅲ．インテリア」「Ⅳ．マテリアル」のスケール別と，

これらの周辺で活動を行う「Ⅴ．動植物」「Ⅵ．人物」

の６分類として，アイテムを探しやすく工夫した。 

3.1.2  図形描画機能 

丸・四角・直線等の簡単な図形を描画できる機能を

設けた。これにより箱庭療法で領域を表現したりする

のに砂を用いるように，曖昧な概念やゾーニング等の

概念を描画可能となる。また，アイテムや図形は指で

拡大・縮小が可変でき，ユーザーは厳密にスケールを

意識せずに感覚的にイメージを構築できる。 

3.1.3  振り返り再生機能 

作成開始時から完成までの試行錯誤の過程を振り返

ることができる機能を設けた。そうすることで，イン

タビュー時に作成時の気づきや意図を思い出し，より

多くのニーズや評価項目を抽出することができる。 

3.2  T-PALET＋の開発課題 

タブレットによる箱庭手法の開発課題を上げる。T-

PALET＋では施設計画のニーズを抽出するため，施設計

画に向いたアイテムを揃えながらも，調査結果を誘導

することや，偏りが生じることなくアイテムを整備す

る必要がある。そこで，実験１として，箱庭手法に利

用するアイテムの影響の検証を行った。また実験２と

して，既往手法の T-PALET との比較により T-PALET＋

の特徴について検証した。 

3.3  T-PALET＋アイテムによる影響の検証（実験１） 

アイテムの整備にあたり，以下の仮説を立てた。新

たな発想が生まれる構造には，「関連する情報」と「関

連のない情報」の相互の共通点を見出す類推性（アナ

ロジー）が働き，新たな発想へつながることが指摘さ

れている 5)。一方で，関連する情報同士や，全く関連

のない情報同士からは，新たな組み合わせや共通点が

見出しにくく，類推性が発生しにくいことが指摘され

ている。このことから今回の実験では，アイテムを 2

群に分け，A 群・B 群についてタブレット型箱庭手法

とインタビュー時の類推性の発生状況について検証す

る。 

A 群：用途共通アイテム 

（計画施設アイテム＋計画施設以外のアイテム） 

B 群：特定用途アイテム 

（計画施設アイテム） 

3.3.1  実験概要 

被験者はワークプレイス計画を進めている施設利用

者である，研究開発職・事務職等のオフィスワーカー

男女計 17 名で実施した。被験者の特性による実験結果

への影響をなくすため，事前にマインドマップを実施

し，抽出数順に A 群 9 名と B 群 8 名に割り振った。実

験手順は，趣旨説明，タブレットでのイメージづくり，

インタビューの順で行った。 

3.3.2  実験パラメータの設定 

計画施設及び計画施設以外の施設に関するアイテム

の抽出及び体系化を行うため，社会生活基本調査にお

ける行動分類体系 6)を基準とした。行動分類体系は大

分類（3 分類）「一次活動：睡眠，食事等の生理的な活

動」「二次活動：仕事，学業，家事等の生活を営む上で

役割的な活動」「三次活動：一次，二次活動以外の時間

で各人が自由に使える時間で行う行動」と中分類（20

分類）で構成されており，統計調査の基準とされてい

る。 

実験では「ワークプレイス計画」を実験対象とした。

「ワークプレイス計画」は上述の行動分類体系では二

次活動の中分類「仕事」に分類される。A 群は社会生

活全般に渡り一次から三次まで均等数で整備した。B

群は二次活動の「仕事」を中心に，「仕事」に関連する

一次活動，三次活動を含め体系化を行った（図-5）。な

お，A 群と B 群のアイテムはほぼ同数とし，一部アイ

テムは重複を含む。 

3.3.3  実験結果および考察 

タブレットで作成されたイメージづくりで選択され

たアイテム数を一次～三次行動別に分類した結果を図-

6 に示す。一次行動では A 群，B 群ともにほぼ同数，

二次行動では B 群が若干多く，三次行動では A 群がや

図-5 実験パラメータ（A 群、B 群）の体系化 
Fig.5  Systematization of an experimental parameter 
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や多い結果となった。総数では A 群で 155（17.2/人），

B 群で 153（19.1/人）であり，ほぼ同一の結果となっ

た。選択総数がほぼ同一であったことから，アイテム

の内容による影響が極めて少ないことが言える。また

今回の実験対象である二次行動に対し，A 群のほうが

二次行動に関する準備アイテムが少なかったのにも関

わらず，選択された二次行動のアイテム数はほぼ同一

であったことから，A 群は計画施設の用途に関わらず

汎用的に利用できる可能性がある。また，類推性（ア

ナロジー）が働いたと考えられる特徴的なインタビュ

ー結果を図-7 に示す。これらの結果の多くは A 群から

得られており，計画施設に直接関連のないアイテムが

計画施設に結びつくことにより既存の概念にとらわれ

ない独自のニーズが抽出される可能性が示された。 

3.4  T-PALET と T-PALET
+
の比較調査（実験２） 

実験２として，タブレット型箱庭手法による T-

PALET
+と，評価グリッド法による T-PALET のそれぞ

れの調査の特性と結果から読み取れる効果の違いを把

握するため，比較実験を実施した。 

3.4.1  実験概要 

実験は新しい施設へ移転後約一年経過した 2 施設を

対象に行った。時期的には，以前の施設に比べると，

当たり前品質の部分は改善され，将来計画に向けて新

たなニーズが芽生える頃であり，従来の T-PALET では

得られない魅力品質に関する評価項目を T-PALET
+によ

り抽出できるか検証した。被験者はメーカー（A）の

本社・工場のオフィスワーカー男女計 8 名と商社（Ｂ）

の本社のオフィスワーカー男女計 8 名で実施した。実

験方法は，同一の被験者に対し，はじめに T-PALET を

実施した。「以前の施設」「現在の施設」「理想の施設」

の施設カード間を比較し，各施設に関する評価を抽出

後，T-PALET
+により，「理想の施設」についてタブレ

ットにより箱庭を作成し，インタビューにより「理想

の施設」の評価項目を追加抽出した（図-8）。インタビ

ューの質問方法は，T-PALET の調査方法に準じて評価

グリッド法のラダーリングを採用した。 

3.4.2  実験結果および考察 

実験結果を図-9 に示す。T-PALET は「音・空気・温

図-6 行動分類別の選択アイテム数 
Fig.6  Experimental result of the number of selection items 

according to action classification 
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図-7 類推性（アナロジー）の働いた事例 
Fig.7  An example with the effect of analogy 

図-8 比較実験の進め方 
Fig.8  How to advance comparative experiments 

図-9 T-PALET と T-PALET
+
の抽出項目数の比較 

Fig9  Comparison of the number of extraction items of  

T-PALET and T-PALET
+
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度」といった室内環境の基本的な快適性維持向上に関

するニーズに加えて，「立地環境・施設管理」といった

現状の運用に関係する評価項目が抽出された。それに

対して，T-PALET
+によるインタビュー結果からは「創

造性業務支援・創発型会議・コミュニケーションに関

するニーズ」といった現在の施設にはない，新たな期

待感につながる項目や，「緑・植栽」に関する項目や，

さらに「カフェ・レストラン・テラスの利用」といっ

た，普段の執務環境とメリハリをつけたリフレッシュ

型の創造支援の場へのニーズなど，知的生産性向上を

支援する環境に関する具体的な評価項目が，今後のニ

ーズとして抽出された。 

 

4.  T-PALET+Vの開発 

 

4.1  T-PALET＋
V
のシステム概要および検証 

T-PALET
+V のシステム概要を図-10 に示す。T-PALET

＋Vでは２つの機能を実装した。 

4.1.1  レイアウトモード 

T-PALET＋V では，いくつかのタイプの中から机・椅

子を並べ，緑の演出や窓の大きさや内装の変化などを

対象者自らつくりこむ機能を構築した。こうしたつく

りこみの作業を通して，現存施設からでは想起しづら

い詳細で多彩なニーズの抽出が期待できる。この手法

では，オフィス空間の模型を用いて，机やイス，打合

せテーブルなどを並べてレイアウトを作成する箱庭手

法 3)に近く，いわゆる模型を VR で再現した手法であ

る。 

4.1.2  パースモード 

タブレットのアプリによる T-PALET
+に比べて対象者

がより空間内部に入り込むため，パースモードを設け

た。対象者は自らレイアウトモードで配置を行ったモ

デルを様々な目線で体感することにより，空間内を歩

き回ったような仮想体感ができる。 

4.2  T-PALET と T-PALET
+V
の比較調査（実験３） 

実験３として，既往手法の T-PALET との比較により，

T-PALET＋Vの優位性など特徴について検証した。 

4.2.1  実験概要 

VR 版の箱庭実験は，図-11 のようなロールプレイン

グを想定し，研究開発職の被験者 8 名に対し，T-

PALET
+Vを実施した。実験の流れを図-12 に示す。 

4.2.2  実験結果および考察 

インタビューの実験結果の概要を表-1 に示す。また，

箱庭（プロジェクト室のレイアウト作成）の制作結果

を図-13 に示す。被験者からは，インタビューの中では

図-10 T-PALET
+V
のシステム概要 

Fig.10  The system outline of T-PALET
+V

 

図-11 実験インストラクション 
Fig.11  The system outline of T-PALET

+V
 

図-12 実験のフロー 
Fig.12  The flow of an experiment 

表-1 T-PALET
+V
によるインタビュー結果（概要） 

Table 1  The interview result by T-PALET
＋V

 (outline) 
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日々の行動シーンを具現化して，プロジェクトワーク

のストーリーを構築しながら，ニーズを想起して話す

場面が確認できた。知的業務への実践を具体的にイメ

ージしながら，ワークの場を被験者独自のストーリー

として展開した抽出内容は，T-PALET による既存の施

設による比較からでは想起が難しいニーズ抽出が可能

となった。T-PALET＋V を導入することで，将来の施設

へのファシリティビジョンにつながる具体的なニーズ

が整理でき，ユーザーと設計者が一丸となった計画・

デザインが進められる。 

そこで，T-PALET＋Vを従来の T-PALET と比較した場

合の効果例を以下に示す（表-2）。 

図-13 知識創造空間作品（プロジェクト室レイアウト）一覧 

Fig.13  Knowledge creation space work (project room layout) list 

表-2 T-PALET
+V
で抽出されたニーズと 3 つの特徴 

Table 2  The needs extracted by T-PALET
+V

 and three features of T-PALET
+V

 

文章末の番号は図-13 の作品番号 



大成建設技術センター報 第 46 号(2013) 

57-8 

 

表-2 中の「１．オリジナル臨場感」では，仮想のワ

ークプレイスシーンを箱庭作品で具現化することで，

その中の一員として知的な活動へのポイントを指摘し

ている。メンバー相互のコミュニケーションを促進す

る仕掛けや，集中力を促進するための方法について，

戦略的な行動へのニーズが明確になっているのが特徴

である。「２．アイデア創造性」では，既成概念として

ワーカーに共通して存在するプロトタイプ的なオフィ

ス（いわゆる事務用デスクとオフィスチェアが並ぶオ

フィスのイメージ）を超越した新たな発想の芽生えが

感じられるニーズが想起されている。非日常環境を色

彩計画で展開する意味や，パソコン作業やクリエイテ

ィブなミーティングなど，それぞれの作業に特化した

チェアの新スタイルを，車のシートをメタファーにし

て創造的なニーズとしている。そして，「３．ホスピタ

リティビジョン」では，メンバーの属性を外国人や女

性を想定し，様々な属性間で共同ワークを快適に気持

ちよく進めるための条件を具体的なニーズとして想起

している。 

 

5.  まとめ 

 

T-PALET
+と T-PALET＋Vによるインタビュー手法の開

発を行い，それぞれの効果検証を行った。その結果，

T-PALET
+は計画施設用途によらず，汎用性の高いアイ

テムとして整備し用いることで，類推性が働き，既存

の概念にとらわれない，独自のニーズが抽出される可

能性が示された。また，理想の施設に関する評価に関

して T-PALET との補完効果を確認した。T-PALET＋Vは，

施設利用者が日頃の施設利用から想起する魅力品質を

的確に把握できることが確認できた。 

 

6.  おわりに 

 

ICT 技術を生かすことで，使い手と作り手をつなぐ

有用なインタビュー手法を開発し，ワークプレイスを

事例に有効性を確認した。今後は，様々な建物用途で

実施例を重ね，より効果を明確にできる技術開発に向

けて研究を進めていきたい。 
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